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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.366

■いわて女性のスペース・ミモザ

　県では、令和４年３月25日まで

女性専用の無料相談窓口「いわて

女性のスペース・ミモザ」を開設。

生理用品が必要な利用者には、無

料でお渡ししています。

①相談〔予約制〕

【日時】 随時

【相談方法】 ▼電話 ▼対面 ▼メー

ル ▼オンライン（ZOOM）―のいずれ

か

②�サロン「女の子放課後保健室」

〔予約制〕

【対象】 10～20代の女性

【日時】 毎月第３木曜日、午後３

時～６時

【会場】 co-ba hanamaki

【定員】 １回10名(組)程度

①②共通

【予約方法】 ①氏名②電話番号③

希望日時④希望する相談方法を電

話またはメールで下記へ

※メールの場合は、件名に「相談

希望の件」または「サロン予約」と

ご記入ください

【問い合わせ・予約】 いわて女性

のスペース・ミモザ南（まんまる

ママいわて ☎090-1375-4103 死

sodan@manmaru.org）

※受け付けは平日午前９時～午後

５時

■�花巻市都市計画マスタープラン

変更素案の説明会と縦覧

　皆さんの意見を聞かせてください。

①変更素案説明会

【時間】 午後６時30分

【内容】 花巻市都市計画マスター

プランの一部変更素案の説明

※事前の申し込みは不要です。当

日会場に直接お越しください

②変更素案の縦覧

【期間】 11月19日（金）～12月３日（金）

【縦覧場所】 　都市政策課、　建設係

①②共通

【問い合わせ】 　都市政策課（☎
41-3553）

期日 会場

11月22日（月）花南振興センター

11月24日（水）
東和コミュニティセン
ター

11月26日（金）まなび学園

11月30日（火）大迫交流活性化センター

12月２日（木）石鳥谷生涯学習会館

●本 ■支

●本

■宮沢賢治記念館

　臨時休館のお知らせ

　宮沢賢治記念館では、館内設備

を更新するため、下記の日程で臨

時休館します。

【臨時休館期間】 12月１日（水）～３

日（金）

【問い合わせ】 宮沢賢治記念館（☎
31-2319）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔10月23日(土）～11月５日

（金）〕（単位：マイクロシーベルト/時）】

①市役所新館前…0.04

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）

■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
11月24日（水）10：00～15：00東和総合支所第３会議室 11月22日（月）

12月８日（水）10：00～15：00
市民生活総合相談センター

（本庁新館１階）

12月７日（火）

司法書士法律相談 12月15日（水）13：30～15：30 12月８日（水）

消費者救済資金貸付相談12月16日（木）13:00～17：00 12月９日（木）

市民生活
（人権・行政）相談

12月３日（金）

（人権）
10：00～15：00
（行政）
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

■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

　借入金の返済が難しくなった人

や、家族の借入金の対応に迷って

いる人からの相談に応えていま

す。

【相談日時】 毎週月～金曜日（祝

日・年末年始を除く）、午前８時30

分～午後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

　学校や学童クラブ、各種団体の

勉強会などに伺い、出前講座を

行っています。

【内容】 金融経済教育講座、金融犯

罪被害防止講座

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 東北財務局盛岡財

務事務所（☎019-625-3353）

■�高齢者・障がい者のための成年

後見・相続無料相談会

　本人や家族が抱える成年後見や

相続に関する相談に応えます。相

談料は無料で、秘密は守られます。

【日時】 11月23日（火・祝）、午前10時

～午後４時

【面談相談会場】 岩手県司法書士

会館（盛岡市本町通二丁目12番18

号）

【面談相談予約】 錆0120-333-184

【電話相談】 錆0120-823-815また

は錆0120-333-184

【問い合わせ】 岩手県司法書士会

（☎019-622-3372）

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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■指名手配被疑者の検挙に

　ご協力を！

　８月末現在、全国の警察から指

名手配されている人は約570人に

上っています。警察では特に重大

な犯罪の被疑者を選定した上で、

11月中に総力を挙げて追跡捜査を

実施。早期検挙に取り組んでいま

す。指名手配被疑者の発見に向け

た捜査活動には、皆さんのご協力

が必要です。「よく似た人を見た」

など、どんなわずかな情報でも警

察に通報をお願いします。

【問い合わせ】 岩手県警察本部（☎
019-653-0110）、花巻警察署（☎
23-0110）

■�岩手大学・花巻サテライト

　インハウスセミナー

①�知財をいかに活用するか－誰で

もわかる知的財産－

【日時】 12月16日（木）、午後１時30

分～３時

【講師】 特許業務法人創成国際特

許事務所副所長の酒井俊之さん

【申込期限】 12月９日（木）

②３次元高精度評価装置の紹介

【日時】 12月23日（木）、午前10時30

分～正午

【講師】 株式会社キーエンスＶＬ

シリーズ担当の田代大将さん

【申込期限】 12月16日（木）

①②共通

【受講方法】 Zoomアプリを使用し

たオンラインによる受講

【受講料】 無料

【申込方法】 電話、ファクス、メー

ルのいずれかで下記へ

※ファクス、メールの場合は、氏

名、連絡先を明記

【問い合わせ・申し込み】 岩手大

学・花巻サテライト（☎30-1172 思

30-1170 死rcist@iwate-u.ac.jp)

■入札参加資格申請（追加分）

　市が発注する物品購入および

リース業務の令和３～５年度入札

参加資格者名簿の追加登録に係る

資格審査申請書を下記の日程受け

付けます。

【受付期間】 令和４年１月５日（水）

～31日（月）

【問い合わせ】 　契約管財課（☎
41-3519）

●本

■高齢者・障がい者なんでも110番

　高齢者や障がい者、その家族を

対象に、法律・介護・福祉サービス・

年金などの幅広い分野の相談に応

えます。相談は無料で、秘密は守

られます。

【日時】 11月24日（水）、午後１時～

５時

【面談相談会場】 岩手県福祉総合

相談センター３階（盛岡市本町通

三丁目19番１号）

※相談会場に直接行くことがで

きない場合は、電話（☎019-625-

0110）による相談も可能です

【問い合わせ】 東海林法律事務所

（☎019-623-9511）

●本

■環境学習講座

　「暮らしから出るCO₂量を知ろう」

　相去太陽光発電所（北上市）の見

学や普段の生活から出る二酸化炭

素量の計算結果をもとに地球温暖

化について考えます。

【日時】 12月17日（金）、午後１時30

分～４時30分

【集合場所】 まなび学園

【定員】 10人（先着順）

【受講料】 無料

【持ち物】 筆記用具、電卓、ひと

月の電気・ガス・灯油・ガソリンの

使用量が分かるもの（検針票など）

【申込開始日】 11月22日（月）

【問い合わせ・申し込み】 　生活環

境課（☎41-3543）

■知っていますか？�建退共制度

　建退共制度は、建設現場労働者

の福祉の増進と建設業を営む中小

企業の振興を目的として設立され

た退職金制度です。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

が建設業で働くのを辞めたときに

退職金を支払うものです。

【加入できる事業主】 建設業を営む人

【対象】 建設業の現場で働く人

【掛け金】 日額320円

※加入方法など詳しくは建退共ホー

ムページをご覧いただくか下記へ

【問い合わせ】 建退共岩手県支部

（☎019-622-4536）

■�省エネ住宅相談

　県では、暮らしにおける省エネ

ルギー化を図るため、省エネ住宅

に関する相談窓口を開設していま

す。相談は無料です。
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※相談方法など

は、一般財団法人

岩手県建築住宅

センターホーム

ページ（https://www.ikjc.or.jp/

sonohoka-gyomu/shouenesoudan/）

で紹介しています

【問い合わせ】 岩手県環境生活部

環境生活企画室（☎019-629-5273）

■ 市民語学講座「Guten� Morgen!�

Deutschfür� Anfänger～ベー

シックから学ぶドイツ語～」

　スイス出身の先生と一緒にドイ

ツ語に挑戦してみませんか。

【対象】 市内に在住・在勤の人

【日時】 11月27日～令和４年１月

22日の土曜日（令和４年１月１日

を除く） 全８回、午前10時30分～

正午

【会場】 交流会館

【定員】 12人

【参加料】 1,650円（テキスト代）

【申込期限】 11月22日（月）

【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。


