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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.358

■子育て支援研修

　（地域保育コース）

【対象】 市内在住または市内の保育

施設などに勤務する18歳以上の人

【期日】 ９月17日（金）・29日（水）、

10月５日（火）・12日（火）、11月１日

（月）、全５回

※上記のほか、見学実習を10月14

日（木）～28日（木）の間で２日間実施

【会場】 なはんプラザ

【定員】 40名（先着順）

【申込期限】 ８月13日（金）

【参加料】 無料（テキスト代は自己

負担）

【問い合わせ・申し込み】 教育委員

会こども課（☎41-3149）

■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 ８月４日（水）10：00～15：00
市民生活総合相談センター

（本庁新館１階）

８月３日（火）

司法書士法律相談 ８月18日（水）13：30～15：30 ８月11日（水）

消費者救済資金貸付相談８月19日（木）13：00～17：00 ８月12日（木）

市民生活（人権・行政）
相談

８月20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

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。

■農業用ため池などでの

　水難事故にご注意ください

　農業用ため池や用排水路などの

農業用水利施設の周りには危険な

場所がたくさんあります。

　夏の時期は、水難事故が多く発

生します。施設管理者は、木
ぼっ

杭
くい

や

ロープ、看板などを設置するな

ど、危険な場所に近づかないよう

注意喚起をお願いします。

　ため池などでの水難事故は、子

どもが被害に遭う事例が多くあり

ます。子どもたちがため池や水路

などに近寄らないよう、呼びかけ

などの対応も重要です。地域の皆

さんのご協力をお願いします。

【問い合わせ】 農村林務課（☎23-1400）

■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

８月４日（水） 大迫総合支所

８月６日（金） 石鳥谷総合支所

８月18日（水） 市役所本庁本館

８月26日（木） 東和総合支所

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔６月25日(金）～７月８

日（木）〕（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…0.06～0.07  

※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）
岩 手 

■スポーツ交流会

　「スポーツで繋がる新たな絆」　

　車いすハンドボールなどのパラ

スポーツ体験、『ぷよぷよ』などの

ｅスポーツ大会・体験を行います。

【日時】 ７月23日（金・祝）、午前10時

～午後３時

【会場】 花巻市総合体育館

※当日参加可能です

【問い合わせ・申し込み】 日本青年

会議所東北地区岩手ブロック協議

会 LOM支援委員会 小國（☎080-

5866-2389）

■花巻市民プール・和田プール

　オープン

　新型コロナウイルス感染症防止

対策のため延期していた本年の

プール営業を開始します。

【対象】 市内在住・在勤・在学の人

【期間】 ７月20日（火）～９月10日（金）

【時間】 ▼全年齢…①午前10時～正

午②午後１時30分～３時30分 ▼高

校生以上のみ…③午後４時30分～

６時30分（各30分前から受付開始）

※和田プールは９月以降①②のみ

営業

【定員】 各回150人

【利用上の注意】 ▼利用は各回総

入れ替え制で①～③の時間帯のう

ち１人１回のみ ▼飛び込み禁止 ▼

すべり台使用禁止 ▼更衣室の入室

人数制限あり ▼スイミングキャッ

プを着用すること ▼ご自身や家族

に発熱、風邪の症状がある人は来

場を控える ▼貸し切り利用は市内

団体のみ

【問い合わせ】 花巻市民プール

（☎24-2129）、和田プール（☎42-

4416）
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　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。

■�もりおか若者サポートステー

ション　花巻地区説明・相談会

【対象】 15～49歳の人

【日時】 ７月27日（火）、午後１時30

分～３時

※事前に予約が必要です

【会場】 ハローワーク花巻

【申込期限】 ７月26日（金）

【問い合わせ・予約】 もりおか若

者サポートステーション（☎019-

625-8460）

■�農薬散布によるミツバチへの被

害防止をしましょう

　毎年８月になると、水稲への農

薬散布に関連すると思われるミツ

バチの死亡事例が発生していま

す。

　散布の際は、水稲生産者とミツ

バチ飼養者などで、事前に農薬散

布時の注意事項や巣箱の移動など

について話し合い、被害の防止に

努めるようお願いします。

※地域の農薬散布時期の詳細は、

最寄りの農業改良普及センターま

たはＪＡいわて花巻へお問い合わ

せください　

【問い合わせ】 農政課（☎23-1400）

■�ジョブカフェはなまき

　出張セミナー・個別相談会

【対象】 求職中の人、その家族な

ど

【時間】 ▼セミナー…午前10時30

分～正午 ▼個別相談…午後１時～

３時30分（１人１時間以内）

【定員】 各５人（予約制）

※このセミナー・個別相談は、雇

用保険失業認定における求職活動

に該当します

【問い合わせ・予約】 ジョブカフェ

はなまき（☎22-3277)

期日 セミナー内容 会場

７月
29日（木）

就活対策基本 石鳥谷総合支所

８月
26日（木）

コミュニケー
ション

東和総合支所

８月
31日（火）

就活対策基本
大迫交流活性
化センター

■�証明書コンビニ交付サービス停止

　システム更新のため、戸籍の全

部事項証明書・個人事項証明書（戸

籍謄本・抄本）および戸籍の附票の

写しの取り扱いを停止します。

【停止日時】 ７月29日（木）、終日

※住民票の写し、印鑑登録証明書、

課税（所得）証明書は取得できます。　

【問い合わせ】 　市民登録課（☎
41-3547）

■特定公共賃貸住宅入居者

【締め切り日】 ７月26日（月）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅20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

赤坂 ２戸 ２ＬＤＫ 一般・単身

■視聴覚障がい者

　暮らしの輝き応援講座

　日常生活に役立つ事を学びなが

ら、同じ立場の人やボランティア

と交流し社会参加を図ります。

【対象】 視聴覚に障がいのある人

またはその家族

【期日】 ▼聴覚障がい…８月11日

（水） ▼視覚障がい…９月８日（水）

【時間】 午前10時～11時30分

【会場】 花巻市総合福祉センター

【定員】 20人

【参加料】 無料（保険料は自己負担）

【問い合わせ・申し込み】 花巻市社

会福祉協議会（☎24-7222）

■「賢治の世界」ワークショップ

　～賢治ゆかりの紫波を訪ねて～

【日時】 ７月25日（日）、午前９時～

午後３時

【目的地】 日詰駅・城山公園の賢治

碑、野村胡堂あらえびす記念館など

【定員】 15人（先着順）

【参加料】 310円（入館料。昼食は

自己負担）

【申込開始日】 ７月18日（日）

【問い合わせ・申し込み】 宮沢賢治

記念館（☎31-2319）

■花壇見学バスツアー

　花いっぱい運動に取り組む市内

の花壇を見学します。

【日時】 ８月31日（火）、午前９時～正午

【集合場所】 文化会館駐車場

【定員】 15人（先着順）

【参加料】 無料

【申込開始日】 ７月27日（火）

【問い合わせ・申し込み】 　公園緑

地課（☎41-3569）

●新

■�健康づくり推進協議会委員再募集

【対象】 市内在住の20歳以上の人

で、年２回程度平日に開催する会

議に出席できる人

【任期】 ８月～令和５年７月（２年間）

【内容】 保健計画の審議など

【募集人数】 ２人以内（選考）

【申込期限】 ７月28日（水）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ・申し込み】 健康づく

り課（☎41-3607）

●本

●本

■「�釜石線からありがとう」

　メッセージ・イラスト

　８月21日（土）から約１年ぶりに

再開される「ＳＬ銀河」の運転に併

せ、メッセージなどを募集しま

す。応募作品は、ＪＲ花巻駅や新

花巻駅など、釜石線内の駅に掲示

します。

【応募方法】 ＪＲ花巻駅・新花巻駅

に設置の応募用紙を応募箱へ投函

【応募期限】 ８月20日（金）

※詳しくはＪＲ東日本ホームペー

ジ（https://www.jreast.co.jp/)

内の最新のニュースリリースをご

覧ください

【問い合わせ】 　観光課（☎41-3541）

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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