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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.364

■�2022年版「県民手帳」「能率手帳」

の販売

【販売価格（税込み）】 ▼県民手帳

…700円 ▼能率手帳…800円

【販売期間】 令和４年１月20日（木）

まで

※土・日曜日、祝日、12月29日～令

和４年１月３日を除く

【問い合わせ・取り扱い】 市統計調

査員協議会事務局（●本総務課内☎
41-3507）、■支地域づくり係（■大☎
41-3121、■石☎41-3441、■東☎41-

6511）

※市内の書店でも販売しています

■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
10月27日（水）

10：00～15：00
市民生活総合相談センター

（本庁新館１階）

10月26日（火）

11月10日（水） 11月９日（火）

市民生活（人権・行政）
相談

11月12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

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔９月23日(土）～10月７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…0.06～0.08

※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）

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

■�しみず斎園の予約方法などが11

月１日から変わります

①�電話による夜間の火葬予約を廃

止

　火葬予約システム導入に伴い、

11月１日から夜間（午後４時45分

～翌日午前８時30分）の電話予約

受付を廃止します。昼間（午前８

時30分～午後４時45分）は、引き

続き電話予約を受け付けます。

※死体の火葬は、市内の葬祭業者

を通じて、24時間予約可能です

【問い合わせ】 しみず斎園（☎
0197-66-2725）

②�使用許可申請書受付時間の変更

　市役所で受け付けしているしみ

ず斎園使用許可申請の受付時間を

11月１日から変更します。

【受付時間】 午前８時30分～午後５時

※小動物などの火葬のため、しみ

ず斎園の使用許可申請書を提出す

る場合は、事前にしみず斎園に電

話予約をお願いします

【問い合わせ】 　市民登録課（☎
41-3547）

●本

■�ひとり親家庭等無料法律相談

　弁護士がひとり親家庭の悩み事

などの相談に応えます。

【日時】 11月２日（火）、午前10時～

午後３時

【会場】 花巻保健福祉環境センター

２階（花巻地区合同庁舎内）

【内容】 離婚や養育費など日常の

困り事・悩み事の相談

【相談料】 無料

※事前の予約が必要です

【問い合わせ】 岩手県母子寡婦福

祉連合会（☎019-623-8539）

■東北財務局盛岡財務事務所

　からのお知らせ

①多重債務無料相談窓口

　自らの収入で返済しきれないほ

どの借金を抱え、悩んでいる人か

らの相談に応えています。

【受付日時】 毎週月～金曜日（祝

日・年末年始を除く）、午前８時30

分～正午、午後１時～４時30分

【問い合わせ・相談】 東北財務局盛

岡財務事務所（盛岡市内丸7-25盛

岡合同庁舎４階 ☎019-622-1637）

②無料出前講座

　各種団体の勉強会などに伺い、

出前講座を行っています。

【講座内容】 

▲

お買い物ゲームを

やってみよう

▲

キャッシュカード

詐欺などの金融犯罪被害に遭わな

いために－など

【問い合わせ】 東北財務局盛岡財

務事務所（☎019-625-3353）

■ 林業退職金共済制度（林退共）に

加入しませんか

　林退共制度は、昭和57年に発足

した、林業界で働く人のための退

職金制度です。この制度は事業主

の皆さんが労働者の働いた日数に

応じて、掛け金となる共済証紙を

共済手帳に貼り、その労働者が林

業界を辞めたときに退職金を林退

共から支払うものです。

※ 加 入 方 法 な

ど、詳しくは林

退共ホームペー

ジ(https://www.

rintaikyo.taisyokukin.go.jp）を

ご覧いただくか下記へ

【問い合わせ】 林業退職金共済事

業本部（☎03-6731-2889）

▲
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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。
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■�花巻中学校吹奏楽部

　「第41回定期演奏会」

【日時】 10月24日（日）、午後３時（午

後２時30分開場）

【会場】 文化会館

【入場料】 無料

※来場を希望する場合は、下記へ

ご連絡ください

【問い合わせ】 花巻中学校吹奏楽

部 菅原、嶋（☎23-2151）

■�文化財セミナー

　「花巻の山城をめぐる」

　石鳥谷町内の城址（新堀城、寺

林城）をガイド付きで散策します。

【日時】 11月９日（火）、午前８時30

分～午後０時30分

【集合場所】 まなび学園駐車場ま

たは石鳥谷総合支所駐車場

【定員】 15人（先着順）　

【参加料】 100円（保険料）

【申込期間】 10月21日（木）、午前９

時～29日（金）

【問い合わせ・申し込み】 教育委員

会文化財課（☎41-3152）

■イーハトーブ花巻カレッジ

【テーマ】 おうち時間に学びをプ

ラス！岩大入門講座

【対象】 市内に在住の人

【時間】 午後１時30分～３時

【会場】 まなび学園

【定員】 各回25人（抽選）

【受講料】 無料

【申込期間】 10月15日（金）～29日（金）

【問い合わせ】 ●本生涯学習課（☎
41-3587）

期日 内容 講師

11月９日（火）
縄文時代の遺
跡について

佐藤由紀
男教授

11月16日（火）
オペラの観方・
愉しみ方

米谷毅彦
准教授

12月14日（火）
地域の環境問題
解決に向けて

塚本善弘
准教授

12月21日（火）

自分でできるリラ
クセーション法～
ストレスに負けな
いために～

山口浩
名誉教授

令和４年
１月18日（火）

ＩＬＣで解き
明かす宇宙の
謎？！

馬渡健太
郎准教授

■花巻市認知症セミナー

【日時】 11月29日（月）、午後１時30

分～３時30分

【会場】 文化会館

【内容】 講演「認知症になっても自

分らしく暮らせる地域づくりに向

けて」（講師は国立研究開発法人国

立長寿医療研究センターの進藤由

美さん）ほか

【定員】 300人（先着順）

【料金】 無料

【申込期間】 10月18日（月）～11月15

日（月）

【問い合わせ・申し込み】 　長寿福

祉課（☎41-3576）

●新

最新の行政情報はラジオから

エフエム・ワンは

78.7MHz
外国語インフォメーション

　 [英語・中国語・韓国語・ベトナム語]

　（月～金曜日、午前６時15分から）

■�ノルディックウオーキング教室

　11月の景色を楽しみながら、講

師からノルディックウオーキング

の基本を学びます。

【日時】 11月７日（日）、午前10時～

正午

【会場】 花巻広域公園

【定員】 30人程度（先着順）

【参加料】 400円

※小学生以下は無料

【持ち物】 動き

やすい服装、運動

靴、飲み物など

※ポールは主催

者で用意してい

ます

【問い合わせ・申し込み】 花巻広域

公園（☎27-3586）

■�ハローワーク

　インターネットサービス

　同サービスでは、全国のハロー

ワークで受理した求人や職業訓練

の情報を入手することができます。

◉サービス内容

▲

事業主専用サービス…「求人者

マイページ」を開設すると、求人

の

△

申し込み

△

内容の変更

△

募集

停止

△

事業所情報の変更ーなどを

オンラインで行うことができます

▲

求職者専用サービス…「求職者

マイページ」を開設すると、

△

検

索条件の保存

△

お気に入り求人情

報の保存ーなどを行うことができ

ます

※利用方法など、

詳しくは専用サイ

ト（https://www.

hellowork.mhlw.

go.jp/）で紹介しています

【問い合わせ】 花巻公共職業安定

所（☎23-5118）

▲

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

■�海釣り中の事故に注意しましょう

　９月以降、沿岸地域で釣り人が

海に転落し命を落とす事故が２件

発生しています。事故を起こさな

いよう細心の注意を払い、救命胴

衣を着用するなど命を守るための

備えをお願いします。

【問い合わせ】 釜石海上保安部交

通課（☎0193-22-3830）

■検察審査会からのお知らせ

　検察審査員候補者や検察審査員

は、20歳以上の有識者の中から「く

じ」で選ばれます。来年度の検察

審査員候補者名簿に登載された人

には、11月中旬以降に通知書が届

きます。交通事故や犯罪の被害に

遭ったのに、検察官がその事件を

裁判にかけてくれない場合「検察

審査会」は、そのような検察官の

処分の善しあしを審査します。

※「裁判員候補者」とは異なります

【問い合わせ】 盛岡検察審査会事

務局（☎019-622-3391）

　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。


