
19

情報 information

2021（R3）.6.15

　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。

■�定住外国人支援事業

　「日本語講座」

　日常会話を中心に学習します。　

【対象】 市内に在住・在勤の外国出

身者

【期日】 ６月20日～８月８日の日

曜日、全８回

【時間】 ▼にほんご１（中級）…午

前９時30分～10時20分 ▼にほんご

２・４（初級・初歩）…午前10時30分

～11時20分 ▼にほんご３（入門）…

午前11時30分～午後０時20分

【会場】 花巻市交流会館

【定員】 15人（先着順）

【参加料】 無料

【申込開始日時】 ６月７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）

■国家公務員「税務職員」（高卒程度）

【受験資格】 次の①②のいずれか

に該当する人

①令和３年４月１日現在で高校卒

業後３年を経過していない人また

は令和４年３月までに高校を卒業

する見込みの人

②人事院が①と同等の資格がある

と認める人

【申込期間】 ６月21日（月）～30日（水）

【申し込み方法】 ウェブサイト「国

家公務員試験採用情報NAVI」から

申し込み

【第１次試験】 ９月５日（日）

【問い合わせ】 仙台国税局人事第

二課（☎022-263-1111内線3236）

■市民講座「はなまき賢治

　セミナー」（親子向け）

　体験学習や講義を通じて「宮沢賢

治」への理解を深めてみませんか。

【対象】 市内の小学生とその保護

者

【期日】 ７月～８月（全３回）

※好きな回に参加できます

【会場】 まなび学園ほか

【定員】 各回10組（抽選）

【受講料】 無料（保険料などは自己

負担）

【申込期限】 ７月５日（月）

【申し込み方法】 市ホームページ

（https://www.city.hanamaki.

i w a t e . j p /

b u n k a s p o r t s /

shogaigakushu/

1014122/1014287.

html）内専用申し込みフォームか

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）

※一般向けの同セミナーは９月か

ら開講予定です。詳しくは広報は

なまきでお知らせします

■�「賢治の世界」ワークショップ

　～初夏の胡四王山散策～

【日時】 ６月26日（土）、午前９時30

分～11時30分

【会場】 宮沢賢治記念館周辺

※野外観察会となります。歩きや

すい靴や服装でご参加ください 

【定員】 20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】 ６月19日（土）

【問い合わせ・申し込み】 宮沢賢治

記念館（☎31-2319）

■計量モニター

　日常生活で購入した食料品の内

容量が適正かどうか、自宅で計量

し、記録していただきます。

【対象】 市内在住で、計量モニター

未経験の人

【任期】 ７月17日（土）～８月16日（月）

※７月16日（金）に説明会を開催

【募集人数】 ３人（抽選）

【謝礼】 5,000円（県より支払い）

【申込期限】 ６月30日（水）

【申し込み方法】 ①「計量モニター

希望」②住所③氏名（ふりがな）④

電話番号を記入の上、はがきまた

はファクスで下記へ

【問い合わせ・申し込み】 ●新市民生

活総合相談センター（〒025-8601 

花城町9-30 ☎41-3550 思41-1299）

■勤労青少年ホーム講座

【対象】 35歳未満の勤労者で、市

内に在住・在勤の人

【時間】 午後７時～９時

【会場】 勤労青少年ホーム

【受講料】 無料

※会員登録（年会費1,000円）が必要

【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

硬式テニス 15人
６月28日～７月26日
の月曜日、全５回

ピラティス ８人
６月24日～７月29日
の木曜日（７月22日
を除く）、全５回

■初めての人でも安心！

　プチ教室�～スポーツ編～

　パラリンピック種目のゴール

ボールを体験してみませんか。

【対象】 市内に在住・在勤の人

【日時】 ７月17日（土）、午前10時～正午

【会場】 まなび学園

【定員】 15人（定員を超える場合は

抽選）

【参加料】 無料（保険料は自己負担）

【申込期限】 ６月30日（水）

【問い合わせ・申し込み】　まなび

学園（☎23-4234）

■�農作業体験会

【対象】 農業に興味がある人

【日時】 ７月７日（水）、午前８時30

分～正午

【集合場所】 ＪＡいわて花巻本店

駐車場

【体験会場】 大迫町（ブドウ）、石

鳥谷町（ピーマン）

【定員】 15人（先着順）

※５人に達しない場合は中止

【申込期限】 ６月25日（金）

【問い合わせ・申し込み】 アグリ

ワーク（ＪＡいわて花巻営農部営

農企画課内☎29-5871）
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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.356

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔５月25日(火）～６月７

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…0.07～0.08  

※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）

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。

■市長との対話

　市の取り組みについて、皆さん

が思っていること、感じているこ

とをお聞かせください。

【対話の時間】 

▲

本庁…午後１時

～３時（受け付けは午後０時45分

～１時30分）

▲

各総合支所…午前

９時30分～11時（受け付けは午前

９時15分～10時）

※事前の申し込みは不要。当日受

付で住所・氏名などを記入。１人

10分程度で、受け付け順に対話し

ていただきます

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

3121、■石☎41-3441、■東☎41-6511）

期日 会場

７月７日（水） 大迫総合支所

７月12日（月） 市役所本庁本館

７月20日（火） 石鳥谷総合支所

７月27日（火） 東和総合支所

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（７月～９月分）

　市内で伐採した間伐材などの針

葉樹を買い取ります。

【期日】 ７月７日（水）・17日（土）、８

月11日（水）・28日（土）、９月８日（水）・

25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〕

【小口買い取り単価】 １㌧当たり

3,500円

※７月受け入れ分より新単価とな

ります

【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）

■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

司法書士法律相談 ７月14日（水）13：30～15：30市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

７月７日（水）

消費者救済資金貸付相談７月15日（木）13：00～17：00 ７月８日（木）

■市営住宅入居者

【締め切り日】 ６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17戸、定住

促進住宅（新堀）３戸を随時募集し

ています

【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

緑ヶ丘 １戸 ２ＤＫ 一般

高木南 ２戸 ２ＤＫ 一般

最新の行政情報はラジオから
エフエム・ワンは

78.7MHz
■農業者年金の現況届を忘れずに　　

　農業者年金の現況届は、受給す

るために必要な手続きです。対象

者には５月末に通知していますの

で、忘れずに提出してください。

【提出期限】 ６月30日（水）

【問い合わせ・提出】 農業委員会事

務局（☎24-7911）、■支同委員会事

務局分室（■大☎41-3122、■石☎41-

3442、■東☎41-6512）

■ＪＲ花巻駅東西自由通路

　（駅橋上化）整備資料の配布

　市では、ＪＲ花巻駅の駅東西を

つなぐ自由通路と新しい半橋上駅

の整備を検討しています。これま

での検討経過や整備概要について

の資料を次の場所に置いています

ので、ご自由にお持ちください。

【配置場所】 ▼本館総合案内 ▼各

総合支所ロビー ▼各図書館 ▼各振

興センター ▼まなび学園 ▼こども

センター ▼文化会館 ▼高村光太郎

記念館 ▼花巻新渡戸記念館 ▼萬鉄

五郎記念館 ▼宮沢賢治記念館 ▼花

巻市博物館 ▼ぷらっと花巻

※ 資 料 は 市 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.city.hanamaki.

i w a t e . j p / k u r a s h i / s u m a i _

seikatsu/douro_kotsu/1014354.

html）にも掲載しています

【問い合わせ】 新館都市機能整備

室（☎41-3571）

■�第16回「食育推進全国大会�in�い

わて」開催方法変更のお知らせ

　第16回「食育推進全国大会 in 

いわて」は、アピオ（滝沢市）やア

イーナ（盛岡市）を会場に開催する

予定でしたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため、WEBによ

る開催に変更しました。

※内容は現在調整中です。開催方
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法など詳しくは

公式ホームペー

ジ（https://www.

syokuikutaikai16

th-iwate.jp）をご覧ください

【問い合わせ】　同大会運営事務局

（株式会社アイビーシー岩手放送

内☎019-623-3108）


