■花巻新渡戸記念館移動研修
後藤新平記念館と斎藤實記念館
（奥州市）を訪ねます。
【日時】 12月７日（火）、午前８時40
分～午後０時40分
【集合場所】花巻新渡戸記念館
【定員】15人（抽選）
【参加料】300円（入館料）
【申込期限】11月26日（金）
【問い合わせ・申し込み】花巻新渡
戸記念館（☎31-2120）

■福祉のまちづくり支援事業
地域の福祉向上を目的に活動す
①②共通
【会場・問い合わせ・①の申し込み】 る県内のボランティア・ＮＰＯ団
体、自治会などの事業を支援しま
花巻市総合文化財センター（☎29す。
4567）
【事業期間】 令和４年４月１日か
ら１年間
【助成対象】 地域の福祉活動に直
最新の行政情報はラジオから
接使用する機器などの購入経費
エフエム・ワンは
【助成額】１万～20万円の範囲内
【申請期限】12月15日（水）
外国語インフォメーション
※申請方法など詳しくは下記へ
[英語・中国語・韓国語・ベトナム語]
【問い合わせ】 花巻市社会福祉協
（月～金曜日、午前６時15分から）
議会
（☎24-7222）
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■県立千厩高等技術専門校
冬の１日体験入校
【対象】高校生（主に１・２年生）
【期日】令和４年１月８日（土）
【時間】午前９時30分～正午
【会場】 県立千厩高等技術専門校
（一関市千厩町千厩字神ノ田60-1）
【内容】 実習体験（エンジン分解・
組み立て）、進路ガイダンスなど
【定員】16人程度（先着順）
【参加料】無料
【申込期限】12月10日（金）
【問い合わせ・申し込み】県立千厩
高等技術専門校（☎0191-52-2125）

॑Шៜ
■大谷翔平選手の活躍を祝う会
映像視聴などを通してメジャー
リーグでプレーする大谷翔平選手
の活躍を祝います。
【日時】11月21日（日）、午後１時30分
【会場】なはんプラザ
【定員】120人程度（当日先着順）
【参加料】無料
【問い合わせ・申し込み】菊池雄星
投手、大谷翔平選手の活躍を応
援する会会長 佐藤博和（☎0903360-8316）

▽

▽

建築廃材などの処理困難物は収集できません
近年、業者を頼らずに個人で建物の解体やリ
フォームなどをする、いわゆる「日曜大工（ＤＩ
Ｙ）」を行う人が増えています。
建物の解体などで発生する建築廃材（グラス
ウール、石膏ボード、塩化ビニール管など）は、
本来解体などを請け負った業者が産業廃棄物と
して適正に処分するものですが、個人で解体な
どをした場合は一般廃棄物（一般家庭から排出
されるごみ）となります。
岩手中部クリーンセンターや清掃センターで
は一般廃棄物の受け入れを行っていますが、建
築廃材の多くは施設内で処理ができないため受
け入れできません。このため、建築廃材の処分
に困り、生活環境課へ相談されるケースが非常

▽

「日曜大工（ＤＩＹ）
」をする前に確認を！

▽

※シティコート花巻中央は 12歳
以下の子または妊婦と同居 収入
基準額が259千円以下 入居後10
年以内の退去ーなどの要件を満た
す必要があります
【締め切り日】11月25日（木）
【入居の決定】抽選により決定
※上記のほか市営住宅21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）

▽

一般・単身

に多くなっています。
建築廃材は、廃棄物の種類ごとに適正な処分
ができる一般廃棄物収集運搬許可業者へ依頼し
ていただく必要があります。個人で解体などを
行うと安価で済むと思われがちですが、建築廃
材の処分に多くの手間とお金が必要となり、業
者に頼むより高額になる場合があります。作業
前に適切な処分ができるか十分に確認してくだ
さい。
建築廃材以外の処理困難物は下記のものがあり
ます。
買い替えの際に各販売店へご相談ください。
◎主な処理困難物の例
タイヤ バッテリー 廃油 消火器 ガスボ
ンベ 塗料 火薬 農薬劇薬類 農機器具類
バイク 自動車部品 モーター類 ワイヤー
ロープ 給湯器 スプリング入りマットレス・
ソファ―など
※詳細は各家庭にお配りしている家庭ごみ収集
分別表をご覧いただくか下記へ
▽

２戸 ３ＤＫ

第４回

子育て世帯

▽

天下田

入居対象

▽

戸数 間取り

▽

団地名

シティコー
１戸 ２ＤＫ
ト花巻中央

▲ ▲

②
遺 跡のモノがたり展‐発掘資料
から見える花巻立石遺跡‐
大迫町内川目の立石遺跡から発
掘されたモノやアトから当時の暮
らしを考えます。
【会期】 11月20日（土）～令和４年１
月30日（日）
※12月28日（火）～令和４年１月３
日（日）は休館
【時間】午前９時～午後５時（入館
は午後４時30分まで）
【入館料】 大人200円、小中高生
100円
※市内の小中高生は無料

ֱᮃ

■市営住宅入居者

▲

▲

▲

■花巻市総合文化財センター
催し物情報
①
縄文デザインエコバックワーク
ショップ
土器の文様を
型取りしたスタ
ンプを使って、
縄文デザインの
エコバックを制
作します。
【対象】小学生以上
【期日】12月18日（土）
【時間】 午前10時～11時30分
午後１時30分～３時
【定員】各回10人
（先着順）
【参加料】無料
【申込期間】 11月19日（金）～12月15
日（水）

■本田雅人コンサート
元Ｔ－スクェアのサックス奏者
として圧倒的な人気・実力を誇る
本田雅人による、一夜限りの特別
なコンサートです。
【日時】 令和４年１月29日（土）、午
後６時30分（午後６時開場）
【会場】文化会館
【入場料】一般3,500円、小中高生
2,000円（全席指定）
【入場券発売日】 11月27日（土）、午
前10時
【プレイガイド】 ニイタカプラス
チケット、文化会館、なはんプラ
ザ、正時堂、伊藤精、いせかん、
砂田屋石鳥谷店、佐々長醸造
【問い合わせ】 文化会館（緯246511）

▽

ҼɌ

▽

新＝新館
●

▽

本＝本館
【お知らせ中の表記】●

▽▽

information

▽

情報

■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
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
■
■
■
■

【問い合わせ】本館生活環境課（☎41-3544）

vol.93
米国ホストタウンオンラインイベントに参加
しました
①

９月23日、米国アスリートと日本のホストタ
ウンを結ぶオンライン交流イベント「USA Host
Town Online Event 2021」が開催されました。
このイベントでは、アスリートと米国ホスト
タウン代表自治体とのトークセッションや、日
本のホストタウンからアスリートへ感謝を込め
たギフトボックスのプレゼントの紹介などが行
われました。ギフトボックスの一部には、花巻
市の特産品も選ばれ、他のホストタウンの特産
品と共にタレントの関根麻里さんにより動画
『Omotenashi Gift Box 2021』
（おもてなしギフ
トボックス2021）の中で紹介されました。
イベントのエンディングでは、花巻北高等学
校合唱部・英語部が参加した『上を向いて歩こ
う』の合唱リレー動画が披露されました。

②

③

①合唱リレー動画
②おもてなしギフトボックス紹介動画
③オンラインイベントの様子

交流イベントの様子やイベントで披露された
動画はホストタウンサイトに掲載されています
ので、ぜひご覧ください。
【米国横連携ホストタウンサイトＵＲＬ】
https://host-town.jp
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