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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
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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。

■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 ９月15日（水）10：00～15：00
市民生活総合相談センター

（本庁新館１階）

９月14日（火）

消費者救済資金貸付相談９月16日（木）13：00～17：00 ９月９日（木）

司法書士法律相談 ９月22日（水）13：30～15：30 ９月15日（水）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔８月６日(金）～24日

（火）〕（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）

■高齢者の消費者トラブル

　110番週間

　県内の消費生活センターなどに

寄せられた消費生活相談のうち、

60歳以上の高齢者のトラブルに関

する相談が全体の約４割を占めて

います。県内の消費生活センター

などでは下記の期間中、相談を集

中的に受け付け、高齢者の消費者

被害の防止に取り組みます。

【期間】�９月13日（月）～17日（金）

【問い合わせ】�●新市民生活総合相

談センタ―（☎41-3550）

■�「解決の糸口を見つけに行こう！」

相談会

　消費者信用生活協同組合の専門

スタッフや弁護士が、お金や暮ら

しに関する悩みなどを丁寧に聴き

取りし、一緒に解決の糸口を見つ

けます。

【日時】�９月11日（土）、午前10時～

午後４時

【会場】�信用生協北上事務所（北上

市大通り1-3-1�北上開発ビル２階）

【相談内容】�お金の問題（多重債務

問題など）、遺産相続、不動産売

買、公共料金の滞納、ＤＶ・離婚問

題、その他暮らしに関する悩み事

【相談料】�無料

※事前の予約が必要です

【問い合わせ・予約】�信用生協北上

事務所（☎0120-101-612）

■歳末たすけあい芸能大会は

　中止します

　歳末たすけあい運動の一環とし

て、市内４地域（花巻・大迫・石鳥

谷・東和）で開催を予定していた

「歳末たすけあい芸能大会」は、新

型コロナウイルス感染症の感染拡

大を受け、開催を中止します。

【問い合わせ】�花巻市社会福祉協

議会（本所☎24-7222、大迫支所☎
48-4111、石鳥谷支所☎45-4666、

東和支所☎42-3151）

■今年の花巻まつりは中止します

　９月11日（土）・12日（日）に開催を

予定していた「花巻まつり」は、新

型コロナウイルス感染症の感染拡

大を受け、全ての日程・会場での

開催を中止します。なお、過去の

花巻まつりの動画を

YouTubeにて公開し

ていますので、ぜひ

ご覧ください。

【問い合わせ】�花巻まつり実行委

員会（●本観光課内☎41-3542）

◀
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

■図書などの新着情報

おとなの本棚

☆『暮らしの包み』横山功ほか（池

田書店）☆『古くて素敵なクラシッ

ク・レコードたち』村上春樹（文藝

春秋）☆『背骨の医学�すべての疾

患は背骨曲がりから』山口正貴（さ

くら舎）

こどもの本棚

☆『もしものくに』馬場のぼる（こ

ぐま社）☆『博物館のバックヤード

を探検しよう！�博物館のすごい

裏側大図鑑』ＤＫ社ほか（河出書房

新社）☆『青い花』安房直子ほか（小

峰書店）

■催し物情報

16㍉映写機操作技術講習会

【対象】�市内に在住または在勤し

ている18歳以上の人

【日時】�９月27日（月）、午前10時～

午後５時

【会場】�文化会館

【内容】�16㍉映写機操作の原理と

実技についての講習（講師は岩手

県生涯学習振興協会会長の中村利

之さん）

【定員】�10人（先着順）

【受講料】�250円（テキスト代）

【申込開始】�９月６日（月）、午前10時

【問い合わせ・申し込み】�花巻図書館

■�オクトーバー・ラン＆ウォーク

2021

　スマホアプリを使用して、10月

の１カ月間に走ったり歩いたりし

た累計距離を競います。家族や仲

間と一緒に参加してみませんか。

【期間】�10月１日（金）～31日（日）

【競技種目】�ウォーキングの部、

ランニングの部

【申込期限】�10月31日（日）

◀
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

※参加は無料です。

申し込み方法、参加

者特典（抽選）など

詳しくは大会ホー

ムページ（https://arbeee.net/

octoberrun/)をご覧ください��

【問い合わせ】�●本スポーツ振興課

（☎41-3593）
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■定住外国人支援事業

　「生活講座～交通安全教室～」

　正しい自転車の乗り方について

実践を通して学びます。

【対象】 市内在住の外国出身者ま

たはその家族ならびに定住外国人

支援に関心のある人

【日時】 ９月26日（日）、午前10時～

11時30分

【会場】 ＪＡいわて花巻旧宮野目

支店西側駐車場（雨天時は交流会

館）

【定員】 20人程度

【参加料】 無料

※自転車は各自持参。お持ちいた

だけない人は、申し込み時にご相

談ください

【申込期限】 ９月22日（水）

【問い合わせ・申し込み】 花巻国際

交流協会（☎26-5833）

　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。

■古民家歴史学習会

　市内の古民家（同心屋敷、旧小

原家住宅、伊藤家住宅、熊谷家）

を巡り、歴史などを学びながら文

化財に対する理解を深めます。

【対象】 市内に在住または在勤し

ている人

【日時】 ９月27日（月）、午前８時30

分～午後０時10分

【集合場所】 まなび学園駐車場

【参加料】 無料

【定員】 20人（先着順）

【申込期間】 ９月６日（月）午前９時

～９月15日（水）

【問い合わせ・申し込み】 教育委員

会文化財課（☎41-3152）

■勤労青少年ホーム講座

【対象】 35歳未満の勤労者で、市

内に在住または在勤の人

【時間】 午後７時～９時

【会場】 勤労青少年ホーム

【受講料】 無料（材料費は自己負担）

※会員登録（年会費1,000円）が必

要です

【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

ボルダリング 10人 ９月26日（日）

はじめてのレザー
クラフト

▼ �ボックスコイン
ケース（全２回）

▼通帳入れ（全３回）

▼ �ペンケース（全４
回）

４人

９月21日～11
月30日の毎週
火曜日
※参加希望日
をコースから
選べます

（納期限は９月30日）

国　保　税（第３期）

今月の納税今月の納税

■今月のおすすめの本

～おとなの本棚から～

☆『霞が関のリアル』

―ＮＨＫ取材班（岩波書店）

　「官僚」と聞くとどんな印象を持

つでしょうか。慢性化している長

時間労働、政治家との関係、霞が

関独特の文化、

コロナ対応。霞

が関で働く20・30

代の若手・中堅官

僚たちの等身大

の姿に向き合っ

た１冊です。

～こどもの本棚から～

☆『学校が大好きアクバルくん と

もだちみつけた！』

―長倉洋海（アリス館）

　アクバルくんはアフガニスタン

の山の中にある学校に通う１年生

の男の子。友達とワイワイ話し

たり、授業では

手をあげようか

迷ったりする姿

はみんな同じ。

学校が大好きな

アクバルくんの

一日を紹介します。

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止にかかる市関連施設利用
ガイドライン「レベル４」運用中
のため、各図書館の月～金曜日
の開館時間を次のとおり短縮
し、本の貸し出し・返却のみの
利用としています。
【時間】 午前10時～午後５時

■企画展・テーマ図書展など

①花巻図書館（☎23-5334）

⃝９月のテーマ図書展

▼《心も身体も生涯現役》 ▼《絵本

のなかの おじいちゃん おばあ

ちゃん》 ▼《たまご・おこめ・だいず 

秋はおいしいものがいっぱい》

②大迫図書館（☎48-2244）

テーマ図書展《ベルンドルフと

大迫 友好のきずな》

【期間】 ９月２日（木）～30日（木）

ギャラリー展《伝説イメージ人

形展》

【期間】 ９月４日（土）～29日（水）

リサイクルブックフェア

【期間】 ９月６日（月）～19日（日）

③石鳥谷図書館（☎45-6882）

市民ギャラリー展《鉄道風景写

真展》

【期間】 ９月15日（水）～10月10日（日）

企画図書展《絵本からstep up! 

子どもに物語を読んであげよう～

おすすめの幼年童話・児童文学》

【期間】 ９月29日（水）～11月30日（火）

④東和図書館（☎42-3202）

テーマ図書展《「装丁の魅力」～

表紙のステキな本を集めてみまし

た》

【期間】 ８月31日（火）～９月30日（木）

ギャラリー展《阿部正介切り絵

展「第７回宮沢賢治童話展」》

【期間】 ９月１日（水）～30日（木）

①～④共通

⃝９月の連携テーマ展《みんなで知

ろう！認知症》

【会場】 各図書館

【各図書館の休館日】
花巻・大迫＝９月１日（水）・20日（月・祝）・23日（木・祝）、10月１日（金）
石鳥谷＝毎週月曜日、９月１日（水）・23日（木・祝）、10月１日（金）
東和＝ 毎週月曜日、９月１日（水）・６日（月）～10日（金）［蔵書整理点検］・23日（木・祝）、

10月１日（金）
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た累計距離を競います。家族や仲

間と一緒に参加してみませんか。

【期間】�10月１日（金）～31日（日）

【競技種目】�ウォーキングの部、

ランニングの部

【申込期限】�10月31日（日）

◀
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

※参加は無料です。

申し込み方法、参加

者特典（抽選）など

詳しくは大会ホー

ムページ（https://arbeee.net/

octoberrun/)をご覧ください��

【問い合わせ】�●本スポーツ振興課

（☎41-3593）
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■定住外国人支援事業

　「生活講座～交通安全教室～」

　正しい自転車の乗り方について

実践を通して学びます。

【対象】 市内在住の外国出身者ま

たはその家族ならびに定住外国人

支援に関心のある人

【日時】 ９月26日（日）、午前10時～

11時30分

【会場】 ＪＡいわて花巻旧宮野目

支店西側駐車場（雨天時は交流会

館）

【定員】 20人程度

【参加料】 無料

※自転車は各自持参。お持ちいた

だけない人は、申し込み時にご相

談ください

【申込期限】 ９月22日（水）

【問い合わせ・申し込み】 花巻国際

交流協会（☎26-5833）

　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。

■古民家歴史学習会

　市内の古民家（同心屋敷、旧小

原家住宅、伊藤家住宅、熊谷家）

を巡り、歴史などを学びながら文

化財に対する理解を深めます。

【対象】 市内に在住または在勤し

ている人

【日時】 ９月27日（月）、午前８時30

分～午後０時10分

【集合場所】 まなび学園駐車場

【参加料】 無料

【定員】 20人（先着順）

【申込期間】 ９月６日（月）午前９時

～９月15日（水）

【問い合わせ・申し込み】 教育委員

会文化財課（☎41-3152）

■勤労青少年ホーム講座

【対象】 35歳未満の勤労者で、市

内に在住または在勤の人

【時間】 午後７時～９時

【会場】 勤労青少年ホーム

【受講料】 無料（材料費は自己負担）

※会員登録（年会費1,000円）が必

要です

【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

ボルダリング 10人 ９月26日（日）

はじめてのレザー
クラフト

▼ �ボックスコイン
ケース（全２回）

▼通帳入れ（全３回）

▼ �ペンケース（全４
回）

４人

９月21日～11
月30日の毎週
火曜日
※参加希望日
をコースから
選べます

（納期限は９月30日）

国　保　税（第３期）

今月の納税今月の納税

■今月のおすすめの本

～おとなの本棚から～

☆『霞が関のリアル』

―ＮＨＫ取材班（岩波書店）

　「官僚」と聞くとどんな印象を持

つでしょうか。慢性化している長

時間労働、政治家との関係、霞が

関独特の文化、

コロナ対応。霞

が関で働く20・30

代の若手・中堅官

僚たちの等身大

の姿に向き合っ

た１冊です。

～こどもの本棚から～

☆『学校が大好きアクバルくん と

もだちみつけた！』

―長倉洋海（アリス館）

　アクバルくんはアフガニスタン

の山の中にある学校に通う１年生

の男の子。友達とワイワイ話し

たり、授業では

手をあげようか

迷ったりする姿

はみんな同じ。

学校が大好きな

アクバルくんの

一日を紹介します。

　新型コロナウイルス感染症拡
大防止にかかる市関連施設利用
ガイドライン「レベル４」運用中
のため、各図書館の月～金曜日
の開館時間を次のとおり短縮
し、本の貸し出し・返却のみの
利用としています。
【時間】 午前10時～午後５時

■企画展・テーマ図書展など

①花巻図書館（☎23-5334）

⃝９月のテーマ図書展

▼《心も身体も生涯現役》 ▼《絵本

のなかの おじいちゃん おばあ

ちゃん》 ▼《たまご・おこめ・だいず 

秋はおいしいものがいっぱい》

②大迫図書館（☎48-2244）

テーマ図書展《ベルンドルフと

大迫 友好のきずな》

【期間】 ９月２日（木）～30日（木）

ギャラリー展《伝説イメージ人

形展》

【期間】 ９月４日（土）～29日（水）

リサイクルブックフェア

【期間】 ９月６日（月）～19日（日）

③石鳥谷図書館（☎45-6882）

市民ギャラリー展《鉄道風景写

真展》

【期間】 ９月15日（水）～10月10日（日）

企画図書展《絵本からstep up! 

子どもに物語を読んであげよう～

おすすめの幼年童話・児童文学》

【期間】 ９月29日（水）～11月30日（火）

④東和図書館（☎42-3202）

テーマ図書展《「装丁の魅力」～

表紙のステキな本を集めてみまし

た》

【期間】 ８月31日（火）～９月30日（木）

ギャラリー展《阿部正介切り絵

展「第７回宮沢賢治童話展」》

【期間】 ９月１日（水）～30日（木）

①～④共通

⃝９月の連携テーマ展《みんなで知

ろう！認知症》

【会場】 各図書館

【各図書館の休館日】
花巻・大迫＝９月１日（水）・20日（月・祝）・23日（木・祝）、10月１日（金）
石鳥谷＝毎週月曜日、９月１日（水）・23日（木・祝）、10月１日（金）
東和＝ 毎週月曜日、９月１日（水）・６日（月）～10日（金）［蔵書整理点検］・23日（木・祝）、

10月１日（金）


