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で広報はなまきをご覧
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●本

 　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。

■市政懇談会

　市長または副市長が各地区に伺

い、直接皆さんの声をお聴きしま

す。地域の声を市政に伝える機会

ですので、ご参加ください。

【時間】�午後６時～１時間30分程

度

※新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、マスクの着用をお願

いします。そのほかの地区につい

ても広報はなまきなどで順次お知

らせします

【問い合わせ】�●本地域づくり課（☎
41-3514）、■東地域づくり係（☎41-

6511）

期日 地区 会場

11月16日（月）小山田 小山田振興センター

11月19日（木） 花北 花北振興センター

■企業力アップを目指す

　ワーク・ライフ・バランスセミナー

【日時】�11月27日（金）、午後６時30

分～８時

【会場】�なはんプラザ

【内容】�講演「私のアタマの中�見え

ない未来を不安がらず�目の前にあ

る現実だけを受け入れる～職場の�

Happy�バランス実現に向けた５つの

取り組み～」（講師は有限会社東西

不動産ホームの代表・水谷みさえさ

ん）・「With�コロナでも結果を出せる

組織を作る～キーワードはワーク・

ライフ・バランス！～」（講師はファ

ザーリング・ジャパン東北の理事お

よび岩手県代表・後藤大平さん）

【定員】�50人（先着順）　

【受講料】�無料

【申込開始日】�11月４日（水）

【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11月19

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（☎41-3514思22-6995

死kyodo-danjo@city.hanamaki.

iwate.jp）

■安全・安心まちづくり大会

【対象】�市内に在住または在勤し

ている人

【日時】�11月27日（金）、午後１時30

分～３時30分

【会場】�文化会館

【内容】�

▲

交通安全コンクール

「チャレンジ100」表彰式

▲

「社会を

明るくする運動」作文発表

▲

「わた

しの主張花巻大会」作品発表

▲

県

警音楽隊による「安全安心ふれあ

いコンサート」

【入場料】�無料

【入場整理券配布開始日】�11月５

日（木）

【入場整理券配布場所】�●新市民生

活総合相談センター、■支市民生活係

※マスクの着用をお願いします。

発熱など、風邪の症状が見られる

場合は入場をお断りします

【問い合わせ】�●新市民生活総合相

談センター（☎41-3551）、花巻市

防犯協会（☎24-2966）

無料送迎バスを運行します。乗

車を希望する人は、入場整理券受

け取り時に申し込みください。

出発時間 出発地

12:10 大迫総合支所

12:35 石鳥谷総合支所

12:40 東和総合支所

（納期限は11月30日）今月の納税

国 保 税（第５期）

■目指そう‼ごみ減量生活

　７月～９月の家庭ごみの処理量

は、令和元年度と比べ若干減少し

ています。引き続きごみの減量に

ご協力をお願いします。

【問い合わせ】�清掃センター（☎
31-2114）

ごみ出しの注意ポイント

　可燃ごみ・可燃性粗大ごみは、

岩手中部クリーンセンターに搬入

してください。清掃センターで

は、不燃・不燃性粗大ごみの搬入

のみ受け付けしています。

（単位：トン）

区分
令和２
年度

令和元
年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 4,080 4,239

不燃ごみ 234 206

粗大ごみ 16 13

小計 4,330 4,458

資
源
ご
み

びん 139 139

ペットボトル 58 57

その他プラスチック 148 144

衣類 56 20

小計 401 360

合計 4,731 4,818

■初めてのコーヒー淹
い

れ方教室

【時間】�午前９時30分～正午

【会場】�まなび学園

【定員】�10人（抽選）

【受講料】�無料（材料代は自己負担）

【申込期間】�11月４日（水）～17日（火）

【問い合わせ・申し込み】�まなび学

園（☎23-4234）

回 期日 テーマ

１ 12月２日（水） コーヒーの基礎知識

２ 12月23日（水）
ペーパードリップの
淹れ方

■勤労青少年ホーム講座

【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）

講座名 定員 期日

長ぐつアイス
ホッケー

20人
11月７日（土）・11日
（水）・18日（水）・25日
（水）・28日（土）、全５回

硬式テニス 15人
11月９日・16日・30日
の月曜日、全３回

リ ラ ク ゼ ー
ションヨガ

８人
11月26日～12月17
日の毎週木曜日、
全４回

リフトアップの
ためのセルフ頭
皮マッサージ

10人 11月18日（水）
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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.342

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。

■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）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

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 11月18日（水）10：00～15：00東和総合支所第３会議室 11月17日（火）

消費者救済資金貸付相談11月19日（木）13:00～17：00市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

11月12日（木）

暮らしの行政書士相談11月26日（木）13：30～15：30 11月19日（木）

市民生活
（行政）相談

11月13日（金）10：00～12：00

市民生活総合相談センター

申し込みは
不要です

大迫総合支所第２会議室

石鳥谷総合支所１－１会議室

東和総合支所第３会議室■空間放射線量測定結果

【測定結果〔10月８日（木）～23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…0.05～0.07�

※県や国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

（☎41-3512）

■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（木）、午前10時

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3511）

■証明書コンビニ交付サービス・

　証明書自動交付機の停止

　電気設備点検のため、各種証明

書のコンビニ交付サービスと自動

交付機を下記の日程で停止します。

【停止日】�11月14日（土）

【停止時間】�

▲

コンビニ交付…午

前６時30分～午後３時

▲

自動交付

機（市役所本庁）…午前８時30分～

午後３時

▲

自動交付機（なはんプ

ラザ）…午前９時～午後３時

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■避難行動要支援者名簿提供に

　関するお知らせ

　市では、障がいのある人や要介護

者などで避難の支援が必要な人（避

難行動要支援者）の名簿を避難支援

等関係者へ提供します。名簿登載の

対象者には「名簿提供に関するお知

らせ」を郵送しています。名簿情報

の提供を希望しない場合は、拒否申

出書に必要事項を記入の上、同封の

返信用封筒で提出をお願いします。

※名簿登載の対象外で登載を希望

する人は下記へ

【提出期限】�11月30日（月）

【問い合わせ・提出】　●本防災危機

管理課（☎41-3512）

■11月は児童虐待防止推進月間

　『189（いちはやく） 知らせて守る

　こどもの未来』

　児童虐待は、社会全体で解決す

べき問題です。児童虐待が疑われる

子どもを見つけた場合、すぐに通告

することが法律で義務付けられてい

ます。身の回りで虐待の疑いを感じ

たときは、下記へご相談ください。

秘密は厳守され、通告や相談した人

が特定されることはありません。

【問い合わせ・相談】�●新地域福祉課

（☎41-3575）、児童相談所全国共通

３桁ダイヤル〔☎189（いちはやく）〕

■石鳥谷アイスアリーナ

　今季オープン

【期間】�11月１日（日）～令和３年３

月31日（水）

【開館時間】�

▲

月～金曜日…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28日、令和

３年１月４日・12日は開館）、12月

31日、令和３年１月１日

※団体で利用の際は、必ず事前に

下記へご連絡ください

【問い合わせ】� 石鳥谷アイスア

リーナ（☎45-6661）

■花巻おもてなし観光ガイド

　養成講座

　本市を訪れる観光客に、花巻の

魅力発信とおもてなしを行うため

のスキルを身に付けます。

【対象】�18歳以上70歳未満で、観

光ガイドとして活動できる人

【期間】�11月21日（土）～令和３年２

月12日（金）のうち10日間

【定員】�20人（選考）

※申し込みが３人以下の場合、中

止になることがあります

【申込期限】�11月13日（金）

【申し込み方法】�電話、ファクス、

メールのいずれかで下記へ

【問い合わせ・申し込み】�花巻観

光協会（☎29-4522�思29-4447�死

kero@kanko-hanamaki.ne.jp）


