情報

information

本＝本館
【お知らせ中の表記】●

新＝新館
●

訓練期間

■農業科学博物館企画展
「なつかしい昭和初期の食と道具」
昭和初期の食の風景と、使われ
ていた食の道具を紹介します。
【会期】令和２月１日31日（金）まで
【時間】午前９時～午後４時30分
【会場】農業科学博物館（北上市飯
豊3-110）
【問い合わせ】農業科学博物館（☎
0197-68-3975）
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募集科

定員

12月３日（火）～
令 和 ２ 年 ５ 月 ビル管理技術科 15人
29日（金）
1 2 月 ６ 日（金）～
機械加工エンジ
令和２年６月
10人
ニア科
30日（火）

【受講料】無料
【申込期限】10月28日（月）
【入所選考】11月７日（木）
※申し込み方法など詳しくは下記へ
【問い合わせ】 ポリテクセンター
岩手
（☎23-5712）

※特定公共賃貸住宅は一般の市営
住宅と所得基準が異なります
【締め切り日】10月25日（金）
【入居の決定】抽選により決定
※上記のほか市営住宅12戸、定住
促進住宅（新堀）３戸を随時募集し
ています。詳しくはお問い合わせ
ください
【問い合わせ・申し込み】花巻市営
住宅管理センター（☎21-3100）

॑Шៜ
■家事家計講習会
「家計簿 付けて工夫して守る楽
しさ 予算生活」
【日時】 10月26日（土）、午前10時30
分～正午
【会場】花北振興センター
【内容】 予算のある家計簿のお
話、プチ・ヨガタイムなど
【参加料】350円（資料代など）
【問い合わせ】北上友の会 狩野桂
子（☎31-2029）

■第13回「雨ニモマケズ」朗読
全国大会出場者募集
「雨ニモマケズ」を朗読や群読す
る個人・団体を募集します。
【開催日時】 令和２年２月１日
（土）、午後１時
【会場】文化会館
【定員】15組（先着順）
【参加料】 1,000円（団体は２人目
以降500円）、小学生以下500円
【申込期限】令和２年１月10日（金）
【問い合わせ・申し込み】同大会実
行委員会事務局 菊池洋子（☎0906454-3210）

大 ☎48クマを見掛けたら 本庁（☎24-2111）または各総合支所（ ■
石
大
2111、■☎45-2111、■☎42-2111）に電話の上「クマを見た」とお伝え
ください。担当課へつなぎます。けがや救急の場合は☎119番へ。
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第 82 回

上 今年出現したイギ
リス海岸
左 収穫を待つ野菜

■ポリテクセンター岩手（公共職
業訓練）受講生

３ＬＤＫ 一般・単身

イギリス海岸とドーバー
ファーム市民の会

ֱᮃ

間取り 入居対象
１ＬＤＫ
一般
３ＬＤＫ
一般
２ＬＤＫ 一般・単身

した。農業に心を傾けた賢治
の姿を追うように、イギリス
海岸散策路を整備し、花や野
菜を育てています。さらに、
イギリス海岸の案内やパンフ
レットの配布など、訪れた人
が気持ちよく過ごせるように
工夫を凝らしています。

■花巻新渡戸記念館特別展
「郷土の偉人 佐藤昌介」
新渡戸稲造を陰に陽に支えた「北
大の父」佐藤昌介を紹介します。
【会期】11月23日（土・祝）まで
【時間】 午前８時30分～午後４時
30分
【会場】花巻新渡戸記念館
【問い合わせ】 花巻新渡戸記念館
（☎31-2120）

■県立総合教育センター
県立生涯学習推進センター
合同一般公開
楽しく学べる科学実験や工作教
室などを行います。
【日時】 11月２日（土）、午前９時30
分～午後３時30分
【会場】 県立総合教育センター、
県立生涯学習推進センター
※入場無料。申し込み不要です
【問い合わせ】 県立総合教育セン
ター
（☎27-2254）

団地名 戸数
本館
１戸
高木南 １戸
旭町
１戸
赤坂住宅
（特定公共 １戸
賃貸住宅）
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■第 回収穫祭
芋の子汁の振る舞いと、野
菜の販売会を行います。芋の
子汁のサトイモはイギリス海
岸の畑で収穫したものを使い
ます。
日時
月 日 、午前 時
会場 イギリス海岸
問い
 合
 わせ ドーバーファー
ム市民の会 佐々木勝男（☎
‐２２７０）

■花巻市博物館収蔵資料展
「どうぶつ集合！！」
動物をモチーフにした花巻ゆか
りの美術品・工芸品を通して、人
と動物との関わりや歴史を紹介し
ます。
【会期】11月17日（日）まで
【時間】 午前８時30分～午後４時
30分
【会場】花巻市博物館
【問い合わせ】 花巻市博物館（☎
32-1030）

■市営住宅入居者

【問い合わせ】
本館賢治まちづくり課
（☎ ‐２１１１内線３６５）

■こたままつり
【日時】 11月２日（土）、午前９時～
午後２時10分
【会場】県立花巻清風支援学校
【内容】 舞台発表、作品展示、作
業製品販売、バザーなど
【入場料】無料
【問い合わせ】 県立花巻清風支援
学校 高等部
（☎28-2492）

■イーハトーブ2019
ハロウィンフェスタ
【日時】 10月26日（土）、午前10時～
午後３時30分
【会場】 イトーヨーカドー花巻店
駐車場特設会場
※荒天の場合はイトーヨーカドー
花巻店内
（全２回、各回
【内容】仮装パレード
先着100人）、巨大迷路やお化け屋敷
のエア遊具（入場料500円）、３Ｄシ
アター
（500円）
、大芋煮大会
（先着100
組）
「
、地元のうまいもん」
出店など
【入場料】無料
【問い合わせ】花巻青年会議所（☎
24-2025）

白亜のような泥岩が露出
し、その景色がドーバー海峡
を思わせたことから賢治が名
付けた「イギリス海岸」。現在
泥岩層は渇水時しか見られま
せんが、賢治の命日である
月 日には毎年、発電事業者
などの全面協力の下、イギリ
ス海岸を出現させる試みを
行っています。
今年は、冬の渇水時にでき
た霜柱が藻を流したことや、
少雨で水位が下がっていたこ
とで、白く美しいイギリス海
岸が出現。市内外から多くの
見物客が訪れました。
イギリス海岸のそばでは、
「ドーバーファーム市民の会」
の皆さんが畑を耕していま
す。同会は平成 年、北上川
の整備を行う際に結成されま

ҼɌ

■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
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
■
■
■
■

❶

vol.72
ホットスプリングス市民が来花

❷

今年も８人のホットスプリングス市民が、９
月10日から９月15日までの６日間、花巻を訪れ
ました。
わんこそばの体験や、南部杜氏伝承館、宮沢
賢治童話村などの見学を通じて花巻の魅力に親
しんだ皆さん。むらの家（太田）では、茶道や浴
衣の着付け、盆踊りなど、日本文化を体験しな
がら地域の皆さんと親睦を深めていました。花
巻まつりにも参加し、山車パレードや神 輿な
ど、
花巻伝統の催しを存分に楽しんでいました。
11回目の訪問となるホットスプリングス市姉
妹都市プログラムエグゼクティブディレクター
のメアリー・ズーニックさんは「花巻に来るとい
つも歓迎されていると感じます。そのように思
わせてくれる花巻の皆さんに深く感謝していま
す。私は毎年花巻に来ています。花巻の皆さん
み こ し

❸

❶花巻まつりで山車パレードに参加する皆さん ❷むらの
家では盆踊りで交流 ❸わんこそばを体験

はその度に新たな経験と感動を与えてくれます
が、初めて花巻を訪問するホットスプリングス
市民も必ず、花巻の皆さんの温かさとおもてな
しに素晴らしさを感じ、感嘆の声を上げます。
この反応を見ることは私が花巻に来る大事な目
的であり、また、この訪問の有意義さを最も強
く感じる瞬間でもあります。 毎回、このツアー
の参加者は日本の歴史や文化、美しさに感動し
ますが、一番の感動した思い出を尋ねると間違
いなく『花巻の人々』と答えます」と喜びの声を
寄せてくれました。

広報はなまき
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