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■本庁（本館・新館）　〒025-8601　花城町9-30　　　　☎24-2111　思24-0259
■大 迫 総 合 支 所　〒028-3203　大迫町大迫2-51-4　☎48-2111　思48-2943
■石鳥谷総合支所　〒028-3163　石鳥谷町八幡4-161　☎45-2111　思45-3733
■東 和 総 合 支 所　〒028-0192　東和町土沢8-60　　☎42-2111　思42-3605

【お知らせ中の表記】●本＝本館　●新＝新館　■支＝全ての総合支所　■大＝大迫総合支所　■石＝石鳥谷総合支所　■東＝東和総合支所

広報はなまき　No.318

■石鳥谷アイスアリーナ

　今季オープン

　みんなと一緒にスケートを楽し

みませんか。11月３日（日・祝）は入場

無料です。

【期間】 11月１日（金）～令和２年３

月31日（火）

【開館時間】 

▲

平日…午後１時～

６時

▲

土・日曜日、祝日…午前10

時～午後６時

【料金】 一般600円、高校生400円、

中学生以下300円

※小中学生と市内に在住または通

学している高校生、富士大学生は、

まなびキャンパスカードや学生証

の提示で土・日曜日および冬休み期

間の利用が200円減額になります

【貸靴料金】 300円

【休館日】 毎週月曜日（祝日の場合

は翌日。ただし、12月30日、令和

２年１月６日・13日は開館）、12月

31日、令和２年１月１日

【問い合わせ】 石鳥谷アイスア

リーナ（☎45-6661）

■緊急地震速報の配信訓練

　緊急地震速報（予想震度５弱）が

発表されたという想定で、エフエ

ムワン、大迫地域防災行政無線、

東和地域有線放送から緊急地震速

報を配信します。

※テレビ放送や携帯電話の緊急速

報メールには配信されません

【日時】 11月５日（火）、午前10時

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎内線477）

■市政懇談会・市長との対話

①市政懇談会

【時間】 午後６時～１時間30分程

度

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
内線420）

②市長との対話

【対話の時間】 

▲

本庁…午後１時

～３時（受け付けは午後０時45分

～１時30分）

▲

各総合支所…午前

９時30分～11時（受け付けは午前

９時15分～10時）

※事前の申し込みは不要。当日受

付で住所・氏名などを記入いただ

きます

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
内線420）、■支地域づくり係（■大☎
内線214、■石☎内線207、■東内線

311）

期日 地区 会場

10月31日（木） 湯本 湯本振興センター

11月７日（木） 太田 太田振興センター

期日 会場

11月５日（火） 大迫総合支所

11月８日（金） 石鳥谷総合支所

11月19日（火） 東和総合支所

11月25日（月） 市役所本庁本館

■まきまき花巻スタンプラリー

　2019

　花巻の魅力発信ウェブサイト

「まきまき花巻」で紹介したスポッ

トを巡るスタンプラリーを開催し

ます。

【期日】 11月２日（土）～４日（月・振休）

【時間】 午前10時～午後４時

【会場】 大通り、末広町、鍛治町、

吹張町、花城町、上町

※協力店舗14カ所・特別設置２カ

所

【参加料】 無料

【申込期限】 10月25日（金）

※申し込み方法など詳しくは、市

ホームページをご覧いただくか、

下記へお問い合わせください

【問い合わせ】 ●本定住推進課（☎内

線214）

日曜当番整骨院の変更　「広報はなまき10月１日号」でお知らせした10月20日
（日）の日曜当番整骨院が「佐々木整骨院」（東和町安俵）に変更になりました。

■本当に美
お

味
い

しい・

　自家製本格韓国キムチ作り教室

【日時】 12月21日（土）、午後２時～

４時（午後１時45分受け付け開始）

【会場】 体験工房「森のくに」

【内容】 調理実習と軽食（講師はヤ

スダ屋の安田花織さん）

【定員】 18人（先着順）

【参加料】 3,000円

【持ち物】 エプロン、三角巾、手

拭きタオル、上履き、筆記用具

【申込開始日時】 10月18日（金）、午

前９時

【問い合わせ・申し込み】 体験工房

「森のくに」（☎48-3009）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔９月20日（金）～10月４日（金）

分〕（単位：マイクロシーベルト／時）】

①市役所新館前…0.04～0.05

②田瀬振興センター…0.06～0.08

※国や県の示す指標を大幅に下

回っています

【問い合わせ】 ●本防災危機管理課

（☎内線476）

■庭木の手入れ講習（初心者向け）

【対象】 市内在住の人

【期日】 10月23日（水）・24日（木）

【時間】 午前８時30分～正午

【会場】 花巻市シルバーワークプ

ラザ（南万丁目970-3）ほか

【定員】 10人程度（先着順）

【参加料】 無料

【持ち物】 剪
せん

定
てい

バサミ、小型ノコ

ギリ（20～26㌢）

【申込開始日】 10月18日（金）

【問い合わせ・申し込み】 花巻市シ

ルバー人材センター（☎24-0556）

■無料相談をご利用ください

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 11月６日（水）10:00～15:00 市民生活総合相談セン
ター（本庁新館２階）

11月５日（火）

司法書士法律相談 11月13日（水）13:30～15:30 11月６日（水）

 上記相談には定員があります（先着順）。申し込みは、申込開始日の午

前９時から電話で同相談センターへ

書類作成にかかる相談は受け付けておりません

【問い合わせ・申し込み】 ●新市民生活総合相談センター（☎内線459）

　10月３日（木）、正午までに

　校正をお願いします。

　広報係　塚澤（内線440）
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■萬鉄五郎記念美術館美術講座

　「サンクトペテルブルクとエル

　ミタージュ美術館」

【対象】�高校生以上

【日時】�10月26日（土）、午後１時30

分～３時

【会場】�東和図書館

【講師】�画家の宮本義満さん

※受講無料。申し込み不要です

【問い合わせ】�萬鉄五郎記念美術

館（☎42-4402）

■岩手大学教育学部出前講座

　「気になる？入門講座アラカルト」

【対象】�市内に在住または在勤し

ている人

【時間】�午後１時30分～３時30分

【会場】�まなび学園

【定員】�各回50人（先着順）

【受講料】�無料

【申込開始日】�10月15日（火）

【問い合わせ・申し込み】�●本生涯学

習課（☎内線401）

期日 内容 講師

11月21日
（木）

地域の歴史って
何？近現代史の
なかの岩手

（社会）
今野日出晴
教授

12月３日
（火）

ホヤの目はどこ
にある？三陸の
名産ホヤのお話

（理科）
梶原昌五
准教授

12月17日
（火）

インターネットっ
てどれだけ危険？
最新の情報セキュ
リティ技術

（技術）
吉田等明
教授

令和２年
１月17日

（金）

翻訳とはひと味
違う？原文で味
わう英文学

（英語）
境野直樹
教授

令和２年
１月30日

（木）

「学習」するって
何？知識の力を
実感しよう

（学校）
岩木信喜
准教授

■家庭教育支援講座

　「まごまごしない“孫”育て」

【対象】�市内に在住または在勤し

ている人で、孫がいる人

【時間】�午前10時～11時30分

【会場】�まなび学園

【定員】�各回15人（抽選）

【受講料】�

▲

第１・２回…無料

▲

第

３回…500円（材料代）

【申込期限】�10月31日（木）

※託児を希望する場合は申込時に

お伝えください

【問い合わせ・申し込み】�●本生涯学

習課（☎内線419）

回 期日 内容

１
11月13日

（水）

「お孫さんとの上手な関わ
り方」…感情の上手なコン
トロールの仕方

２
11月20日

（水）

「笑顔が広がる絵本選び」
…年齢に合ったお薦めの本
と読み聞かせのヒント

３
11月27日

（水）

「簡単・激うまおやつ教室」
…季節の食材を使った簡
単でおいしいおやつ

■ノルディックウオーキング教室

　紅葉を楽しみながらノルディッ

クウオーキングの基本を学びます。

【日時】�11月３日（日・祝）

【会場】�花巻広域公園

【定員】�30人（先着順）

【参加料】�100円

※中学生以下は無料

【問い合わせ・申し込み】�花巻広域

公園（☎27-3586）

■一定面積以上の土地取引は

　届け出が必要です

　一定面積以上の土地取引は「国

土利用計画法」に基づく届け出が

必要です。契約日を含めて２週間

以内に届け出をしてください。

【届け出が必要な面積】�

▲

都市計

画区域内…5,000平方㍍以上

▲

都

市計画区域外…10,000平方㍍以上

【届け出先】�土地の所在する市町

村

【問い合わせ】�●新都市政策課（☎内

線563）

■企業力アップを目指す

　ワーク・ライフ・バランスセミナー

【対象】�市内の事業者

【日時】�11月１日（金）、午後６時30

分～８時

【会場】�なはんプラザ

【内容】�講演「ママ職～新時代の女

性の働き方～」（講師は株式会社

Capybaraの山﨑恵さん）・「ワーク・

ライフ・バランスの基礎」（講師は

岩手労働局雇用環境・均等室の山

村千華さん）

【受講料】�無料

【申し込み方法】�電話、ファクス、

メールのいずれかで下記へ

※無料託児（対象は１歳以上の未

就学児）を希望する場合は10月24

日（木）までに申し込みください

【問い合わせ・申し込み】�●本地域

づくり課（☎内線420思22-6995

死kyodo-danjo@city.hanamaki.

iwate.jp）

■2020年版「県民手帳」「能率手帳」

　の販売

【販売価格】�

▲

県民手帳…700円（税

込み）

▲

能率手帳…800円（税込み）

【販売期間】�令和２年１月22日（水）

まで

※土・日曜日、祝日、12月29日～令

和２年１月３日を除く

【問い合わせ・取り扱い】�市統計調

査員協議会事務局（●本総務課内☎
内線442）、■支地域づくり係（■大☎
内線222、■石☎内線208、■東☎内線

313）

※市内の書店でも販売しています

■点訳ボランティア養成講座

　点訳を学びながら、視覚障がい

者の情報環境について理解を深め

ます。

【期日】�11月14日～令和２年１月

23日の毎週木曜日（12月26日・令和

２年１月２日を除く）、全９回

※７～９回はパソコンを使用しま

すのでお持ちください。パソコンを

持っていない人には貸し出します

【時間】�午前10時～正午

【会場】�花巻市総合福祉センター

【定員】�10人（先着順）

【受講料】�無料

【問い合わせ・申し込み】�花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

消防団地区説明会開催日の変更　「広報はなまき９月１日号」でお知らせした「花
巻市消防団組織等再編計画（案）地区説明会」について、宮野目地区（第５分団）の
開催日を10月31日（木）に変更します。【問い合わせ】�消防本部総務課（☎22-6122）


