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情報 information

■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

無料アプリ

で広報はなまきをご覧

いただけます
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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。

■ 旧菊池 捍
まもる

邸内覧会とゆかりの

人々展

　築100年近く経つ貴重な「旧菊池

捍邸」の内覧会を開催します。同

会場で菊池家の人々や菊池捍の娘

婿・寺島貞志、義兄・佐藤昌介など

の顕彰も行います。

【日時】�６月26日～７月18日の土・

日曜日、午前10時～４時（入場は

午後３時30分まで）

※日曜日は午後４時から朗読会な

どのイベントを併催予定です

【会場】�旧菊池捍邸（御田屋町2-9）

※駐車場はありません。お近くの

有料駐車場をご利用ください

【参加費用】�500円（保存活動協力

金）

【問い合わせ】�オフィス風屋�北山

公路（☎090-2884-0466�死kazeya.

kitayama@gmail.com）

■第29回宮沢賢治生誕祭

　全国俳句大会作品募集

【応募作品】�当季雑詠２句１組

【投句料】�１組につき1,000円

※作品応募と同時に定額小為替ま

たは現金書留で支払い

【投句期限】�６月20日（日）当日消印

有効

【応募方法】�所定の応募用紙また

は原稿用紙に①作品②住所③氏名

④俳号（ふりがな）⑤電話番号を明

記の上、下記へ郵送

【問い合わせ・投句】�同大会事務局�

安部克詠（〒025-0072�四日町2-1-

29�☎24-4251）

宮沢賢治生誕祭 全国俳句大会

【日時】�８月27日（金）、午前10時30

分

【会場】�ホテルグランシェール花

巻

 ■ ６月１日～10日は「電波利用環

境保護周知啓発強化期間」です

　不法電波は人命に関わる重要無

線通信を妨害して、私たちの生活

を脅かします。電波の混信・妨害に

ついては下記にご相談ください。

【問い合わせ・相談】�東北総合通信

局（☎022-221-0641）

 ■ 自動交付機の停止

　聖火リレー開催に伴う施設閉館

のため、なはんプラザの自動交付

機を停止します。

【停止日時】�６月18日（金）、終日

※本庁の自動交付機は利用できます

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■児童手当の現況届を忘れずに

　児童手当を受給している人は、

「児童手当現況届」を提出する必要

があります。この届けは、児童の

養育状況などを確認するもので、

提出しないと６月分以降の手当が

受けられない場合があります。対

象者には６月中旬に通知しますの

で、必ず提出してください。

【受付期間】�６月15日（火）～30日

（水）

※土・日曜日を除く

【受付場所】�まなび学園、■支健康

福祉係

【問い合わせ】�●新地域福祉課（☎
41-3575）、■支健康福祉係（■大☎41-

3127、■石☎41-3447、■東☎41-6517）

■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）

相談名 実施日 時間 会場 申込開始日

弁護士法律相談 ７月７日（水）10：00～15：00市民生活総合相談センター ７月６日（火）

市民生活（人権・行政）
相談

７月９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

■ 「いわて被災者支援センター」開

設のお知らせ

　県では、東日本大震災津波で被

災された人の困りごとを面談など

でお聞きし、専門家や市町村など

と連携しながら解決のお手伝いを

する「いわて被災者支援センター」

を開設しました。生活やお金のこ

となどでお困りの際には、お気軽

にセンターまでご相談ください。

※本センターは、県の委託により

認定ＮＰＯ法人インクルいわてが

運営しています

【相談時間】�平日午前９時～午後

５時

【問い合わせ・相談】�いわて被災者

相談センター（釜石市☎0193-30-

1034、☎080-9634-6650）、サブセ

ンター（盛岡市☎019-601-7640）

■ 花巻市ワンストップ就農相談窓

口を開設しています

　新規就農者に係る各種相談窓口

を集約した「花巻市ワンストップ就

農相談窓口」を設置しています。「市

内で農業を始めたい」「研修を受け

たい」などの相談に応えます。

【開設日時】�毎月第２水曜日（８月

を除く）、午前９時30分～正午

※８月は18日（水）に開設

【会場】�花巻農業協同組合総合営

農指導拠点センター

※事前の予約が必要です

【問い合わせ・予約】�県中部農業

改良普及センター地域指導課（☎
0197-68-4464）

（納期限は６月30日）

市県民税（第１期）

今月の納税今月の納税

■出前無料労働相談会

　労働者と使用者との間で起こる

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13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

【会場】�北上地区合同庁舎

※開催の有無を３日前までに下記

へ確認

【問い合わせ・予約】�県労働委員会

事務局（☎0120-610-797）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔５月11日(火）～５月24日

（月）〕（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…0.06～0.08��

※国や県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）

■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やＤＶ

防止などについて学びます。

　要件を満たした人は「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・在勤で18歳以

上の人

【期間】�９月１日（水）～11月15日

（月）

【受講方法】� ▼YouTube動画の視聴
▼参集による講座受講ーのどちら

か選択

【受講料】�無料

【申込期限】�７月31日（土）、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

【問い合わせ】�県男女共同参画セ

ンター（☎019-606-1761�思019-

606-1765�死danjo@aiina.jp）

■ 家庭教育支援講座「赤ちゃん教室」

　赤ちゃんや小さなお子さんがい

る家庭向けの楽しく学べる講座で

す。好きな回のみの参加も可能です。
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回 日時 内容

①
７月４日（日）
◦10：00～11：30
◦13：00～14：30

お子さんの成長を
ポーセラーツですて
きに残そう！
※午前・午後とも同
じ内容です

②
７月11日（日）
10：00～11：30

パパとママのためのア
ンガーマネジメント

③
７月31日（土）
10：00～11：30

家族が笑顔になれる絵
本選びと読み聞かせ

【対象】�市内在住・在勤で０～３歳

までのお子さんがいる家族

【会場】�①…なはんプラザ、②③

…まなび学園

【定員】�①…午前・午後各４組、②

③…５組

※定員を超えた場合は抽選

【参加料】�①…1,500円（材料代）、

②③…無料

【申込期限】�６月15日（火）

【申し込み方法】�市

ホームページ（https

://www.city.hanamak

i.iwate.jp/bunkaspo

rts/shogaigakushu/1004600.html）

内の専用フォームから申し込み、

または下記へ

【問い合わせ・申し込み】�●本生涯学

習課（☎41-3587）

■環境学習講座「ホタル観察会」

　ホタルの観察を通じて、自然環

境保護の大切さを学びます。

【日時】�６月26日（土）、午後７時～

９時

【集合場所】�石鳩岡振興センター

駐車場�

【定員】�15人程度（先着順）

【受講料】�無料

【持ち物】�懐中電灯

【申込開始日】�６月14日（月）

【問い合わせ・申し込み】�●本生活環

境課（☎41-3543）

■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（木）、午前10時

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3511）

■介護支援専門員の実務研修

　受講試験

【日時】�10月10日（日）、午前10時

【会場】�岩手大学学生センターＡ・

Ｂ棟（盛岡市）

【申込期間】�６月７日（月）～７月12

日（月）当日消印有効　

※受験申込書は●新長寿福祉課、■支

健康福祉係などで６月７日から配

布します

【問い合わせ・申し込み】�いきいき

岩手支援財団（☎019-626-0196）

■ 「市民の家」の状況説明会を開催

します

　耐震診断の結果から現在休館し

ている「市民の家」について、昨年

度行った部材調査の状況などを説

明します。

【日時】�６月８日（火）、午後２時～

【会場】�文化会館

【定員】�30人（当日先着順）

【問い合わせ】�●本生涯学習課（☎
41-3587）

　掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況のため、

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。

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！

詳しくは●本市民登録

課（☎41-3547）へ


