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■環境学習講座「湧き水をめぐる
自然観察会」
【日時】７月31日（金）、午前９時30
分～正午
【集合場所】 まなび学園体育室南
側駐車場（営林署跡地）
※観察場所までバスで移動します
【観察場所】水分神社（轟木）ほか
【内容】湧き水と周辺の自然観察
【定員】15人程度（先着順）
【参加料】無料
【申込開始日】７月６日（月）
本 生活環
【問い合わせ・申し込み】●
境課
（☎41-3543）

▲

2020（R2）.7.1

【対象】 35歳未満の勤労者で、市
民または市内に在勤している人
【時間】午後７時～９時
【会場】勤労青少年ホーム
【受講料】無料（材料代は自己負担）
※会員登録（年会費1,000円）が必
要です
【申込期限】各講座開始の３日前
【問い合わせ・申し込み】勤労青少
年ホーム（☎23-4839）

■特別支援教育サポーター養成講座
講義や体験的な活動などを通し
て、さまざまな障がいにおける
「困り
感」
を把握したり、支援・援助の方法を
学んだりします。全８講座中、６講
座以上受講した人には
「特別支援教育
サポーター修了認証状」
を発行します。
【期日】 ８月20日（木）、９月14日
（月）
・25日（金）、10月13日（火）、11月18
・30日（月）
日（水）
※８月20日・９月14日は２講座実施
【時間】 ８月20日・９月14日…午
前９時～正午 ９月25日以降…午
前10時～11時30分
【会場】花巻清風支援学校
【定員】10人程度（先着順）
【受講料】無料
【申込期間】７月13日（月）～31日（金）
【問い合わせ・申し込み】花巻清風
支援学校（☎28-2421）

ֱᮃ
■ポリテクセンター岩手（公共職
業訓練）受講生
【訓練期間】９月２日（水）～令和３
年２月26日（金）
【募集科】ビル管理技術科
【定員】16人
【受講料】無料
【申込期間】７月１日（水）～29日（水）
※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）

マイナンバーカードがあれば
コンビニで住民票などの証明
書が取得できます！
本 市民登録
詳しくは●
課（☎41-3547）へ

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。

■下二枚橋公園の都市計画変更素
案の説明会と縦覧
都市計画変更素案について、説
明会と縦覧を行います。
①都市計画変更素案の説明会
・21日（火）
【期日】７月20日（月）
【時間】午後６時30分
【会場】花巻市起業化支援センター
※新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、参加人数を制限しま
す。参加を希望する人は下記へご
連絡ください
②都市計画変更素案の縦覧
【縦覧期間】７月７日（火）～21日（火）
【縦覧時間】 午前８時30分～午後
５時15分
新 都市政策課■
支 建設係
【縦覧場所】●
①②共通
【説明・縦覧内容】下二枚橋公園の
都市計画変更素案
新 都市政策課
（☎
【問い合わせ】 ●
41-3553）

■県立千厩高等技術専門校
１日体験入校
【対象】高校生（主に２・３年生）
・６日（木）
【期日】８月５日（水）
【時間】午前10時～午後４時
【会場】 県立千厩高等技術専門校
（一関市千厩町千厩神ノ田60-1）
【内容】実習体験（タイヤ交換、灯
火類点検、エンジン分解・組み立
て、ブレーキ分解・組み立て）
【定員】各日16人程度（先着順）
【参加料】無料
【申込期限】７月17日（金）
【問い合わせ・申し込み】県立千厩
高等技術専門校（☎0191-52-2125）

最新の行政情報はラジオから
エフエム・ワンは

78.7MHz

「外国語インフォメーション」
英語・中国語・韓国語で放送中
（月～金曜日、午前６時15分から）

■針葉樹の小口買い取り
搬入受け入れ日（７月～９月）
市内で伐採した間伐材などの針
葉樹を買い取ります。
・18日（土）、８
【期日】 ７月８日（水）
・22日（土）、９月９日（水）
・
月５日（水）
26日（土）
【時間】午前10時～午後３時
【搬入場所】 中根子ステーショ
ン〔花巻バイオチップ株式会社中
根子貯木場〕 大迫ステーション
〔株式会社大迫生コン〕 三郎堤ス
テーション〔花巻バイオチップ株
式会社三郎堤貯木場〕
【問い合わせ】 花巻市森林組合（☎
41-4555）、同大迫事業センター（☎
48-5311）、農村林務課（☎23-1400）

■介護支援専門員の実務研修
受講試験
【日時】10月11日（日）、午前10時
【会場】岩手大学学生センターＡ・
Ｂ棟（盛岡市上田3-18-8）
【申込期間】 ７月１日（水）～27日
（月）当日消印有効
新 長寿福祉課、■
支
※受験申込書は●
健康福祉係などで配布しています
【問い合わせ・申し込み】いきいき
岩手支援財団（☎019-626-0196）

▲
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７月７日～28日の毎
週火曜日、全４回
リラクゼー
７月９日・16日・30日
９人
ションヨガ
の木曜日、全３回
レザークラフト ６人

■スモール・フォレスト・カレッジ
花巻2020オープン講座
「スモール・フォレスト・カレッ
ジ花巻2020」の講座の一部をオー
プン講座として開放します。
山の手入れの仕方を学び「まき
のある暮らし」
を実現しませんか。
・12日（日）
・26
【期日】 ７月11日（土）
・18日（日）、11月
日（日）、10月17日（土）
・８日（日）、全７回
７日（土）
※受講無料。申し込み不要です。
時間や会場など詳しくは市ホーム
ページをご覧いだだくか下記へお
問い合わせください
【問い合わせ】 わが流域環境ネッ
ト佐井到（☎090-4636-6467）、農
村林務課（☎23-1400）

▲

■萬鉄五郎記念美術館館長講座
「絵画の見方とその歴史Ⅸ」
【対象】
高校生以上
【日時】
 ７月18日（土）、午後１時30
分～３時
【会場】
東和総合支所第１会議室
【テーマ】
「第１回『彫刻舟越保武

の世界』
」
【定員】
30人
（先着順）
【受講料】
無料
【申し込み開始日】７月10日（金）
【問い合わせ・申し込み】萬鉄五郎
記念美術館
（☎42-4402）

期日

▲

■
「賢治の世界」
ワークショップ
～特別展
『童話 四又の百合』開
催記念 夏の胡四王山散策～
【日時】
 ７月18日（土）、午前９時30
分～11時30分
【会場】
宮沢賢治記念館周辺
【定員】
15人
（先着順）
※小学生以下は保護者同伴
【参加料】
無料
【申込開始日】
７月５日（日）
【問い合わせ・申し込み】宮沢賢治
記念館
（☎31-2319）

定員

新＝新館
●

▲

ʄ

講座名

ビーチボール
20人 ７月６日～27日の毎
バレー
週月曜日、全４回
硬式テニス
12人

Ȳሾʯɔ

本＝本館
【お知らせ中の表記】●

■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
■
■
■
■

▲

■親子体験学習会「つばきの実で
ブローチを作ろう！」
【対象】 小学４～６年生とその保
護者
【日時】
 ８月２日（日）、午前10時～
正午
【会場】 県立農業ふれあい公園農
業科学博物館
（北上市飯豊3-110）
【内容】 つばきの実殻を使ったブ
ローチ作り体験
【定員】
６組12人
（先着順）
【参加料】
１組600円（材料代）
【申込期間】
７月５日（日）～19日（日）
【問い合わせ・申し込み】農業科学
博物館
（☎0197-68-3975）

■勤労青少年ホーム講座

アンドロイ
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ド端末

information

端末
iOS

情報

無料アプリ
で広報はなまきをご覧
いただけます

■空間放射線量測定結果
【測定結果〔６月８日（月）～23日（火）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…0.06～0.07
※指標を大幅に下回っています
本 防災危機管理課
【問い合わせ】 ●
（☎41-3512）

今月の納税

（納期限は７月31日）

国

保

税（第１期）

固定資産税（第２期）

■いわて男女共同参画サポーター
養成講座
男女共同参画の基礎知識、ＤＶ
防止などについて、動画視聴によ
り学びます。全10講座を受講した
人は「いわて男女共同参画サポー
ター」に認定されます。
【対象】 県内に在住または県内に
勤務している18歳以上の人
【動画配信期間】９月～11月
【受講料】1,500円（テキスト代）
【申込期限】 ７月20日（月）午後５時
必着
※申し込み方法など詳しくは、県
男女共同参画センターホームペー
ジ（https://danjo12.wixsite.com/
iwatedanjosankaku）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】 県男女共同参画セ
ンター（☎019-606-1761）

■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 ７月15日（水）10：00～15：00 大迫総合支所第２会議室 ７月14日（火）
暮らしの行政書士相談 ７月30日（木）13：30～15：30 市民生活総合相談センター ７月22日（水）
市民生活総合相談センター
大迫総合支所第２会議室 申し込みは
市民生活（行政）相談 ７月10日（金）10：00～12：00
石鳥谷総合支所１階委員会室 不要です
東和総合支所第３会議室

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
新 市民生活総合相談センタ―
（☎41-3550）
【問い合わせ・申し込み】●
市民生活（人権）相談は当面の間、電話相談のみ受け付けます
電話相談は「みんなの人権110番」
（☎0570-003-110）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

大 ☎48クマを見掛けたら 本庁（☎24-2111）または各総合支所（ ■
石 ☎45-2111、■
東 ☎42-2111）
に電話の上「クマを見た」とお伝え
2111、■
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。

広報はなまき
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