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・健康づくり課（花巻保健センター）☎ 23-3121
・大迫総合支所 健康づくり窓口　　 ☎ 41-3128 
・石鳥谷総合支所 健康づくり窓口　 ☎ 41-3448
・東和総合支所 健康づくり窓口　　 ☎ 41-6518 

※大迫保健福祉センターでの各種乳幼
児健診は、奇数月に実施しています

■母子健康手帳交付、乳幼児健診など（対象者に通知済み）　

７カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月８日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 ２年５月生まれ

１月12日（火） 大迫保健福祉センター 12：30～12：45 ２年５月～６月生まれ
１月14日（木） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年６月１日～15日生まれ
１月15日（金） 石鳥谷保健センター 12：30～12：45 ２年６月生まれ
１月28日（木） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年６月16日～30日生まれ
２月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 ２年６月生まれ

１歳６カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月８日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 元年６月生まれ

１月12日（火） 大迫保健福祉センター 12：30～13：00 元年５月～６月生まれ
１月15日（金） 石鳥谷保健センター 12：45～13：00 元年６月生まれ
１月19日（火） 花巻保健センター 12：45～13：15 元年７月１日～15日生まれ
２月２日（火） 花巻保健センター 12：45～13：15 元年７月16日～31日生まれ
２月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 元年７月生まれ

母子健康手帳交付
実施日 受付時間 交付場所・予約先 備考

月～金曜日
（祝日を除く）

9：00
～

16：30

健康づくり課
（花巻保健センター）

予約なく来所の場合は交付まで
１時間ほどかかります

大迫・石鳥谷・東和総合支所
健康づくり窓口

予約者のみ

離乳食教室
実施日 会場 受付時間 対象

１月８日（金） 東和保健センター 12：30～12：45 ２年８日生まれ

１月18日（月） 花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ２年８月１日～10日生まれ
10:15～10:30 ２年８月11日～15日生まれ

１月25日（月） 花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ２年８月16日～24日生まれ
10:15～10:30 ２年８月25日～31日生まれ

１月29日（金） 石鳥谷保健センター  9：00～ 9：15 ２年８月～９月生まれ
２月５日（金） 東和保健センター 12：30～12：45 ２年９月生まれ

妊娠前相談（予約制）
実施日 受付時間 交付場所・予約先 備考

月～金曜日
（祝日を除く）

① 9：00～11：00
②13：00～16：00

健康づくり課
（花巻保健センター）

事前の電話予約が必要。妊娠に関わ
るさまざまな悩みに対し、助産師や保
健師が個別に対応し、サポートしま
す。パートナーとの相談も可能です。

＊４月当初の予定から健診（検診）日程が変更となっています

　新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を調整しご案内していま
す。ご案内の日程で受けられない場合は、必ず事前に健康づくり課また
は各総合支所健康づくり窓口へ電話でご連絡ください。

２歳児親子歯科健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月８日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 30年６月生まれ

１月12日（火） 大迫保健福祉センター 12：45～13：00 30年６月～７月生まれ
１月20日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 30年７月16日～31日生まれ
１月22日（金） 石鳥谷保健センター 12：30～13：15 30年６月～８月生まれ
２月３日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 30年８月１日～15日生まれ
２月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 30年７月生まれ

３歳児健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月８日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 29年６月生まれ

１月12日（火） 大迫保健福祉センター 12：30～13：00 29年６月～７月生まれ
１月13日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 29年７月16日～31日生まれ
１月15日（金） 石鳥谷保健センター 13：00～13：15 29年７月生まれ
１月27日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 29年８月１日～15日生まれ
２月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 29年７月生まれ

■献血にご協力を

　輸血が必要な患者さんのため、

献血にご協力をお願いします。

【問い合わせ】 健康づくり課

日時 会場

１月11日（月・祝）
　10：00～12:00
　13：30～16：30

花巻きらきらモール

１月20日（水）
　 9：30～11：30
　13：00～16：00

市役所本庁

１月27日（水）
　13：30～16：30 花巻警察署

１月28日（木）
　 9：30～11：30
　13：30～16：30

市役所東和総合支所
岩手県立東和病院

１月31日（日）
　10：00～12：00
　13：30～16：30

アルテマルカン桜台店

■風しんクーポン券の利用を

　忘れずに

　今年５月、下記の人を対象に、風

しんの抗体検査および予防接種を

無料で受けられるクーポン券を発

行しています。クーポン券の有効

期限が近づいていますので忘れず

に利用してください。

【対象】 昭和37年４月２日～47年

４月１日生まれの男性

【有効期限】 ３月31日（水）

※クーポン券を紛失した場合は下

記へお問い合わせください

【問い合わせ】 健康づくり課

■ピロリ菌検診を受けましょう

【対象】 ①令和３年３月31日現在

で20歳の人（申し込み不要）②令和

元年度に未受診の21歳、26歳、31

歳、36歳、41歳の人

【検診料】 無料

【提出期間】 １月５日（火）～29日（金）

※対象・申込者には１月上旬まで

に問診票と検査キットを送付しま

す。詳細は検査キットに同封する

案内文書をご覧ください

【問い合わせ・申し込み】 健康づく

り課

26

■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

情報 information

広報はなまき　No.345

■市民スキー教室

【対象】�初心者から中級程度（バッ

チテスト２級未満）までの市民

【期日】�１月28日～２月25日の毎

週木曜日、全５回

【時間】�午前10時～正午

【会場】�鉛温泉スキー場

【定員】�40人（先着順）

【参加料】�8,000円（リフト代・保険

料）

※シーズン券をお持ちの人は

3,500円

【申込開始日】�１月６日（水）

【申し込み方法】�総合体育館に備

え付けの参加申込書に必要事項を

記入の上、参加料を添えて同体育

館へ

※申込者が定員の過半数に達しな

い場合や、同スキー場がオープン

していない場合、中止することが

あります

【問い合わせ】�花巻市体育協会（総

合体育館内☎22-3444）

■市営住宅入居者

【締め切り日】�12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13戸、定住

促進住宅（新堀・六本木）４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）

団地名 戸数 間取り 入居対象

高木南 １戸 １ＤＫ 一般、単身

天下田 ２戸 ３ＤＫ 一般、単身

■花巻市任期付職員（保育士）

【受験資格】�保育士の資格を有す

る人（令和３年３月31日までに取

得見込みの人を含みます）

【募集人数】�６人

【任用期間】�４月１日から１年間

【試験日】�１月24日（日）

【試験会場】�市役所本館

【試験科目】�面接、作文

【申込期限】�１月８日（金）当日消印

有効

【申し込み方法】�●本人事課・総合案

内、■支地域づくり係に備え付けの

申込書に必要事項を記入の上、下

記へ持参または郵送

※申込書は市ホームページにも掲

載しています

【問い合わせ】�●本人事課（〒025-

8601�花城町9-30�☎41-3509）

■令和２年度交通安全川柳作品

【応募資格】�市民

【募集内容】�歩行者や自転車、自

動車などの交通安全に関する題材

の川柳

※未発表のものに限る。応募作品

はイトーヨーカドー花巻店に展示

する予定です

【応募期間】�12月15日（火）～１月29

日（金）

【応募方法】�応募用紙に①住所②

氏名③年齢④電話番号⑤（必要で

あれば）ペンネームを記入の上、

応募作品（１人２句以内）を添え

て●新市民生活総合相談センター

もしくは■支市民生活係へ持参、

または郵送、ファクスのいずれ

かで下記へ

※応募用紙は●新市民生活総合相談

センター、■支市民生活係で配布す

るほか、市ホームページに掲載し

ています

【問い合わせ・応募】�●新市民生活総

合相談センター（〒025-8601�花城

町9-30�☎41-3551）

■花巻図書館

　岩手の読書週間行事・文学講座

①岩手の読書週間行事「耳で聞く

文学『語りの世界』」

　宮沢賢治作品『水仙月の四日』や

新美南吉作品『最後の胡
こ

弓
きゅう

弾き』

などを語りの世界で体感します。

【対象】�小学生以上の市民

【日時】�１月31日（日）、午後２時～

３時

②岩手の読書週間行事「ワーク

ショップ～ぎんがコマをつくろ

う！～」（宇宙×ＩＬＣ普及啓発事

業との共同企画）

　天文学者から宇宙のお話を聞い

て銀河をイメージしたコマを作り

ます。

【対象】�市内在住の幼児～小学生

※小学校低学年までは保護者同伴

【日時】�２月６日（土）、午後２時～

３時

③文学講座「人類が初めて見たブ

ラックホールの姿」（宇宙×ＩＬＣ

普及啓発事業との共同企画）

　国際プロジェクト・ＥＨＴが公

開したブラックホールの影の写

真。その意義や観測の背景などに

ついて説明します。

【対象】�中学生以上の市民

【日時】�２月６日（土）、午後４時～

５時

①～③共通

【会場】�文化会館

【定員】�40人（先着順）

【申込開始日】�12月22日（火）

【問い合わせ・申し込み】�花巻図書

館（☎23-5334）

■巡回展「遺跡のモノがたり‐発掘資

　料から見える花巻③安
あん

堵
ど

屋敷遺跡」

　安堵屋敷遺跡（石鳥谷町五大堂）

の出土資料を展示紹介します。

【会期】�12月19日（土）～１月31日（日）

【時間】�午前８時30分～午後４時

30分

【会場】�石鳥谷歴史民俗資料館

【入館料】�一般250円、高校・大学

生200円、小中学生150円

【問い合わせ】�花巻市総合文化財セ

ンター（☎29-4567）

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）

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。

�

▲�
こ
の
封
筒
が

目�

印
で
す


