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■ふれあい出前講座講師

　（花巻市生涯学習講師）

　生涯学習の講師として、市民

サークルや子ども会などへ指導・助

言していただける人を募集します。

※応募者は講師名簿に登載。要請

に基づき各種団体などへ紹介します

【応募資格】�一般教養や趣味、地

域づくりなどの知識・技術を持つ

20歳以上の市民

【応募期限】�２月19日（金）

※応募方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】�まなび学園（☎23-

4234）

※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

２月12日（金） 石鳥谷保健センター 12：30～12：45 ２年７月生まれ

２月18日（木） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年７月１日～15日生まれ

２月25日（木） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年７月16日～31日生まれ

３月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 ２年７月生まれ

１歳６カ月児健診

実施日 会場 受付時間 対象

２月12日（金） 石鳥谷保健センター 12：45～13：00 元年７月生まれ

２月19日（金） 花巻保健センター 12：45～13：15 元年８月１日～15日生まれ

３月２日（火） 花巻保健センター 12：45～13：15 元年８月16日～31日生まれ

３月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 元年８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

２月８日（月） 花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ２年９月１日～７日生まれ

10:15～10:30 ２年９月８日～15日生まれ

２月22日（月） 花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ２年９月16日～22日生まれ

10:15～10:30 ２年９月23日～30日生まれ

３月５日（金） 東和保健センター 12：30～12：45 ２年10月生まれ

＊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

２月17日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 平成30年８月16日～31日生まれ

３月３日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 平成30年９月１日～15日生まれ

３月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 平成30年８月生まれ

３歳児健診

実施日 会場 受付時間 対象

２月10日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 平成29年８月16日～31日生まれ

２月12日（金） 石鳥谷保健センター 13：00～13：15 平成29年８月生まれ

２月24日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 平成29年９月１日～15日生まれ

３月５日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 平成29年８月生まれ

■パパママ教室

　新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、時間・内容・定員を変

更して実施します。

【期日】�３月６日（土）

【受付時間】�①午前９時15分～９

時30分②午前10時30分～10時45分

【会場】�花巻保健センター

【対象】�初めてパパやママになる

人（妊娠７～８カ月ごろ）

【内容】�１時間程度の子育てレッ

スン（赤ちゃんの入浴方法）

【定員】�各回６組（先着順）

【申込開始日】�２月５日（金）

【問い合わせ・申し込み】�健康づく

り課

■妊娠前相談（予約制）

　妊娠に関するさまざまな悩み

に、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。

【実施日】�月～金曜日（祝日を除く）

【時間】�①午前９時～11時②午後

１時～４時

【相談内容】�月経・排卵リズムの確

認、不妊に関する悩み、食生活や

ライフスタイルの見直しなど

【会場・予約先】�健康づくり課（花

巻保健センター）

・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�
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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.347

■令和３年度松園墓園墓地使用者

※全て一度使用許可が出された後

で、返還された区画です

【資格】�市内に住所があり、６カ

月以上居住している人で、次の①

または②に該当する人

①焼骨を保持している人②２年以

内に墳墓を設置する人

【申込期限】�２月26日（金）当日消印

有効

※申し込みは種別ごとに受け付け

ます。１世帯１件まで。複数の種

別への申し込みはできません

【申し込み方法】�募集要項を確認

の上、申込用紙に必要事項を記入

し、持参または郵送で下記へ

※募集要項および申込用紙は●本生

活環境課に備え付けているほか、

市ホームページに掲載しています

【問い合わせ・申し込み】�●本生活環

境課（〒025-8601�花城町9-30�☎
41-3544）

◉抽選会

【期日】�３月18日（木）

【会場】�●本302・303会議室

種別
面積

区画番号
使用料

年間管理料

２種
６平方㍍

Ｊ区0317
76,000円
3,600円

３種
４平方㍍

Ａ区0105
Ｃ区0308
Ｄ区0702
Ｅ区0207
Ｇ区0215
Ｈ区0105

41,000円
2,400円

４種
12平方㍍

Ｌ区0202
123,000円
7,200円

■「いわてShare！スポミュージア

　ム」花巻開催

【日時】�

▲

２月13日（土）、午前９時

～午後９時

▲

２月14日（日）、午前

８時30分～午後３時

【会場】�花巻市総合体育館

【展示内容】�各種アスリートグッ

ズ（シューズ、用具など）、東京五

輪（1964・2020年）情報パネル・関連

グッズ、各種競技日本代表ユニ

フォーム、オリ・パラ競技体験ブー

ス、動画放映モニター�など

【入場料】�無料

【問い合わせ】�東京2020オリン

ピック・パラリンピック聖火事業

等岩手県実行委員会事務局（県オ

リンピック・パラリンピック推進

室内☎019-629-6496）

■先人ギャラリー展

　市内文化施設５館の共同企画展で

取り上げた先人たちを紹介します。

①「猫塚家-新田開発の先駆者-」

「岩手の近代美術をかたちづくっ

た画家たち」「小野寺周徳」

②「嶽
たけ

妙
みょう

泉
せん

寺
じ

-早池峰信仰に関

わった人々-」「佐藤隆房」

①②共通

【入場料】�無料

【問い合わせ】�●本生涯学習課（☎
41-3588）

期間 会場

２月10日（水）まで 市役所本館、大迫図書館

２月11日（木・祝）～
21日（日）

石鳥谷・東和図書館

期間 会場

２月10日（水）まで 石鳥谷・東和図書館

２月11日（木・祝）～
21日（日）

市役所本館、大迫図書館

■多文化サロン・定住外国人支援事業

①多文化サロン「スイスはチーズ

やチョコレート以外にも魅力が

いっぱい」

　スイスで観光ガイドをしていた

ペーターさんを講師に迎え、スイ

スの文化や歴史を学びます。

【対象】�市内に在住している人

【日時】�２月13日（土）、午前10時30

分～正午

【参加料】�一般200円、賛助会員

100円

②定住外国人支援事業「日本語学

習支援ボランティア養成講座」

【対象】�市内在住で、外国人に日

本語を教えたいと考えている人

【期日】�２月18日～３月18日の毎

週木曜日、全５回

【時間】�午後６時30分～８時

【受講料】�無料

①②共通

【会場】�花巻市交流会館

【定員】�15人（先着順）

【申込開始日時】�２月１日（月）、午

前９時

【問い合わせ・申し込み】�花巻国際

交流協会（☎26-5833）

■北方領土パネル展

【会期】�２月15日（月）～19日（金）

【時間】�午前８時30分～午後５時

15分

【会場】�岩手県庁（盛岡市）

【内容】�北方領土の概要や歴史など

【入場料】�無料

【問い合わせ】�北方領土返還要求

運動岩手県民会議（県国際室内☎
019-629-5765）

■令和２年度�県立病院

　職員採用選考試験

　５月から県立病院に勤務する職

員の採用選考試験を行います。

【試験職種】�薬剤師、助産師

【試験日】�２月18日（木）

【試験内容】�性格検査（事前に実

施）、面接試験（オンライン）

【申し込み期限】�２月12日（金）

※受験資格や申し込み方法など詳

しくは下記へ

【問い合わせ】�県医療局職員課（☎
019-629-6322）

（納期限は３月１日）今月の納税

固定資産税（第４期）

国　保　税（第８期）


