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●本 ●新 ■支 ■大 ■石 ■東

■６月のテーマ図書展など

花巻図書館（☎23-5334）

▲

《６月10日�時の記念日～過去と

未来を考える～》

▲

《芥川賞・直木賞

ノミネート作発表！》

▲

《「６月４日

は虫の日」たくさんみつかる虫の絵

本》

▲

《「色いろいろ」どんないろがす

き？》

▲

《「父の日」お父さんの絵本は

おもしろい》

▲

《「もうすぐ雨の季節」

たくさんあるよ！雨の絵本》

大迫図書館（☎48-2244）

▲

《天気の本》

▲

《今こそ読みたい

宮沢賢治～賢治と音楽～》（宮沢賢

治コーナー図書展）

石鳥谷図書館（☎45-6882）

《英語をえほんから� Learning�

English�with�Picture�Books》

※７月12日（日）まで開催

東和図書館（☎42-3202）

▲

《ーわたしたちが紹介しました

ーFM� One・有線放送で東和図書館

職員がおすすめしてきた本》

▲

《ー

お家でたのしもう‼ー動物園、美

術館、博物館の気分をあじわう本

で今日はどこに行こう？》

▲

《ーも

う読んだ？今なら読めちゃう！ー

文学賞受賞・ベストセラーの本》

▲

《ーおうち時間増々で、体の増々

も心もスッキリ‼ーストレッチ、

ヨガ、筋トレの本》

▲

《免疫力を高

める暮らしのヒントの本》

■ポリテクセンター岩手（公共職

　業訓練）受講生

【訓練期間】�８月４日（火）～令和３

年１月29日（金）

【募集科】�ＣＡＤ／ＮＣオペレー

ション科

【定員】�15人

【受講料】�無料

【申込期間】�６月１日（月）～25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）

■地域密着型サービス事業者

　市では、第７期介護保険事業計

画に基づき、地域密着型サービス

事業所の運営を行う事業者を募集

します。

【募集するサービス】�

▲

ユニット

型地域密着型介護老人福祉施設…

定員29人・１施設

▲

認知症対応型

共同生活介護事業所…定員９人・

２施設または定員18人・１施設

【開設期限】�令和３年４月

【募集要項への質問受付期間】�６

月１日（月）～15日（月）

【質問の提出方法】�「地域密着型

サービス事業者募集要項に関する

質問書」に質問を記入の上、メー

ルまたはファクスで下記へ

※回答は６月25日（木）に、市ホー

ムページに掲載します

【募集期間】�６月25日（木）～７月27

日（月）

※募集要項などは、市ホームペー

ジに掲載しています

【問い合わせ・質問の提出】�●新長寿

福祉課（☎24-2111内線596�思41-

1299�死choujyu@city.hanamaki.

iwate.jp）

■今月のおすすめの本

～おとなの本棚から～

☆『世界はもっと！ほしいモノに

あふれてる～バイヤーが教える極

上の旅～』

ーＮＨＫ「世界はほしいモノにあふ

れてる」制作班（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）

　世界を旅するトップバイヤー

５人に密着した

ド キ ュ メ ン タ

リー。バイヤーの

経歴や「モノ」の

歴史などを紹介

する、ちょっと

変わった極上の旅への案内書です。

～こどもの本棚から～

☆『英語で/日本語でよもう！つた

えよう！金子みすゞ こころ』

ー浅沼とおる�絵、金子みすゞ�童

謡（ＪＵＬＡ出版社、フレーベル館）

　子どもたちが

教科書で出会う

詩人・金子みすゞ

の作品を、浅沼

とおるさん（岩手

県出身）の絵と共

に収録。英語と日本語で楽しめる

絵本です。

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため、各図書館の月～
金曜日の開館時間を短縮し、本
の貸し出し・返却のみの利用とし
ます（レファレンスは予約制）。
【開館時間】 

▲

月～金曜日…午
後１時～５時

▲

土・日曜日…午
前９時～午後６時

来館時の注意点
�体調が悪い人、咳をしている

人、風邪の症状がある人は入
館をご遠慮ください

�マスクの着用のほか、手指の
消毒・手洗いにご協力をお願
いします

（納期限は６月30日）

市県民税（第１期）

今月の納税

■図書などの新着情報

おとなの本棚

☆『追いつめられる海』井田徹治

（岩波書店）☆『結ばれたロープ』ロ

ジェ・フリゾン＝ロッシュ（みすず

書房）

こどもの本棚

☆『絵でわかる建物の歴史�古代エ

ジプトから現代の超高層ビル、未

来の火星基地まで』エドゥアルド・

アルタルリバほか（エクスナレッ

ジ）☆『フェイクニュースがあふれ

る世界に生きる君たちへ�増補新

版�世界を信じるためのメソッド』

森達也（ミツイパブリッシング）

【各図書館の休館日】

花巻・大迫＝６月１日（月）、７月１日（水）
石鳥谷・東和＝毎週月曜日、６月２日（火）、７月１日（水）

 　掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
延期や中止になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

18

■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.332

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔５月11日(月）～22日（金）〕

（単位：マイクロシーベルト/時）】

①市役所新館前…0.02～0.05

②田瀬振興センター…0.06～0.07

※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

（☎41-3512）

■無料相談をご利用ください

�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時から電話で同センターへ

書類作成に係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―（☎41-3550）

市民生活（人権・行政）相談は当面の間、電話相談のみ受け付けます

�電話相談は

▲

人権相談「みんなの人権110番」（☎0570-003-110）

▲

行政

相談「行政苦情110番」（☎0570-090110）へ

電話相談受け付けは、月～金曜日、午前８時30分～午後５時15分

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

消費者救済資金貸付相談６月18日（木）13：00～17：00
市民生活総合相談センター

（本庁新館１階）

６月11日（木）

弁護士法律相談 ６月17日（水）10：00～15：00 ６月16日（火）

暮らしの行政書士相談６月25日（木）13：30～15：30 ６月18日（木）

■市民講座「初めての方も安心

　プチ教室～クラフト編～」

【時間】�午前９時30分～正午

【会場】�まなび学園

【定員】�20人（抽選）

【受講料】�2,500円（材料代）

【申込期限】�６月16日（火）

【問い合わせ・申し込み】�まなび学

園（☎23-4234）

期日 内容

７月２日（木）トールペイント① 下地作り

８月７日（金）トールペイント② 絵付け

９月８日（火）トールペイント③ 仕上げ

■「ふれあい出前講座」の

　申し込みを受け付けます

　生涯学習講師を派遣する「ふれ

あい出前講座」の申し込みを６月

１日（月）から受け付けます。

　講師の一覧や利用方法など詳し

くは、市ホームページまたは、ふ

れあい出前講座のリーフレットを

ご覧ください。

※リーフレットは、まなび学園、

石鳥谷生涯学習会館、●本生涯学習

課、■支地域支援室に備え付けてい

ます

【問い合わせ】�まなび学園（☎23-

4234）

■労働保険料の申告・納付は

　お早めに

　本年度の申告・納付期限は、７

月10日（金）です。期日までに最寄り

の銀行または郵便局で手続きを終

えるようにしてください。なお、

電子申請による年度更新手続きも

できますのでご利用ください。

【問い合わせ】�岩手県労働局総務

部労働保険徴収室（☎019-604-

3003）、または最寄りの労働基準監

督署、公共職業安定所

■出前無料労働相談会

　労働者と使用者との間のさまざ

まな問題について、弁護士や経営

者などが相談に応えます。

【日時】�６月14日（日）、午後１時～

４時

※当日の受け付けは午後３時ま

で。事前予約を優先します

【会場】�北上地区合同庁舎

【問い合わせ・予約】�県労働委員会

事務局（☎0120-610-797）■第20回全国高校生童話大賞

　作品募集中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、広報はなまき５月15日

号でお知らせした「第20回全国高校

生童話大賞作品募集」を中止します。

【問い合わせ】�全国高校生童話大

賞実行委員会事務局（富士大学内

☎23-7238）

■市民講座「みんなの『ピザ窯』づ

　くり教室」中止のお知らせ

　広報はなまき４月１日号でお知

らせした、市民講座「みんなの『ピ

ザ窯』づくり教室」は、会場の都合

により中止します。

【問い合わせ】�まなび学園（☎23-

4234）

■街路灯（防犯灯）調査を実施します

　市内全域の街路灯（防犯灯）の

設置状況を現地調査により行いま

す。調査は調査用スマートフォンを

使用して実施。調査員は、身分証

明書を携行し、腕章を着用します。

※街路灯の配置の都合上、宅内に

向けて撮影する場合があります

【期間】�６月１日（月）～９月30日

（水）

【時間】�午前８時～午後５時30分

【問い合わせ】�●新市民生活総合相

談センタ―（☎41-3550）

クマを見掛けたら　本庁（☎24-2111）または各総合支所（■大☎48-
2111、■石☎45-2111、■東☎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。

■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】�６月17日（水）、午前10時

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3512）


