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情報 information

■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

無料アプリ

で広報はなまきをご覧

いただけます

▲
iO
S

端
末

▲

ア
ン
ド
ロ
イ

　
ド
端
末

2022（R4）.5.15 広報はなまき　No.377
　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。

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。

■どでびっくり市�in�花巻

【日時】�５月22日（日）、午前10時30

分～午後３時

【会場】�上町商店街通り

※午前９時30分～午後４時まで交

通規制を行います

【問い合わせ】�花巻商工会議所（☎
23-3381）

■�多文化サロン「みんなが選んだ一

生に一度は行きたいボリビア」

　元青年海外協力隊員が２年間ボ

リビアに住んでみて、観光本には

載っていないディープなボリビア

を紹介します。

【対象】�市内に在住・在勤の人

【日時】�６月19日（日）、午前10時～

11時30分

【会場】�文化会館

【定員】�25人（先着順）

【参加料】�一般500円、賛助会員100円

【申込開始日時】�５月18日（水）、午

前９時

【問い合わせ・申し込み】�花巻国際

交流協会（☎26-5833）

■�市民語学講座

　「ベーシックから学ぶドイツ語」

　イギリス出身の先生からドイツ

語を通じてドイツの文化を学びま

しょう。

【対象】�市内に在住・在勤の人

【期日】�６月４日～７月23日までの

毎週土曜日、全８回

【時間】�午前９時30分～11時

【会場】�花巻市交流会館

【定員】�15人（先着順）

【参加料】�1,650円（テキスト代）

【持ち物】�筆記用具、ノート

【申込開始日時】�５月18日（水）、午

前９時

【問い合わせ・申し込み】�花巻国際

交流協会（☎26-5833）

■早池峰山の高山植物観察会

　早池峰山登山道沿いの高山植物

を観察します。

【対象】�市内に在住・在勤の人

【日時】�６月13日（月）、午前８時～

午後４時30分

【集合場所】�総合文化財センター

駐車場

【定員】�10人（先着順）

【参加料】�100円（保険料）�

【申込期間】�５月20日（金）～27日（金）

【問い合わせ・申し込み】　教育委

員会文化財課（☎41-3152）

■�家庭教育支援講座

　「赤ちゃん・幼児教室」

　赤ちゃんや小さなお子さんがい

る家庭向けの楽しく学べる講座で

す。好きな回のみの参加も可能です。

回 期日 対象年齢 内容

① ６月
19日（日）０～３歳

Be happy! マミーズ
メソッド～親子のふ
れあいを楽しもう～

② ６月
26日（日）０～３歳

お子さんの靴を成長
に合わせて正しく選
ぼう！～足育講座～

③ ７月
10日（日）

３歳以上の
未就学児

親子で一緒に楽器に
ふれたり音楽に合わ
せて体を動かして遊
ぼう！

【対象】�市内在住・在勤で０～６歳

（未就学）までのお子さんがいる家族

【会場】�①②なはんプラザ③まな

び学園

【時間】�午前10時30分～正午

【定員】�①②５組③10組（定員を超

えた場合は抽選）

【参加料】�無料

※①のみ300円（材料代）がかかり

ます

【申込期限】�６月３日（金）

【 申 し 込 み 方 法 】� 市 ホ ー ム

ページ（https://www.city.

hanamaki.iwate.jp/bunkasports/

shogaigakushu/1016419/1004600.

html）内の専用フォームから申し

込み、または下記へ

【問い合わせ・申し込み】�●本生涯学

習課（☎41-3587）

■��市民講座「１ＤＡＹ�ＬＥＳＳＯＮ

はじめてさんのＤＩＹ教室」

　ＤＩＹにはじめてチャレンジし

てみたい人向けの入門講座です。

好きな回のみの参加も可能です。

テーマ 期日 内容

タイル
トレイ

６月
18日（土）

好きなタイルを選ん
で、トレイに貼り付
けます

フラワー
スタンド

６月
25日（土）

木材をカットしてボ
ンドや釘を使って組
み立てます

【対象】�市内に在住・在勤の人

【時間】�午前10時～正午

【会場】�まなび学園

【定員】�各回15人（定員を超えた場

合は抽選）

【参加料】�2,000円程度（材料代）

【申込期限】�５月31日（火）

【申し込み方法】�市ホームページ

（https://www.city.hanamaki.iwa

te.jp/bunkasports/shogaigakush

u/1016419/1013838.html）内の専

用申し込みフォームから申し込

み、または下記へ

【問い合わせ・申し込み】�●本生涯学

習課（☎41-3587）

■生涯学習事業に参加して

　「はなまきまなびポイント」を集

　めてみませんか

　市では、市主催の生涯学習講座

やスポーツイベントなどへの参加

を「まなびポイント」として認定し

ています。規定のまなびポイント

を取得した人には、ポイント数に

応じた賞状を授与します。

【対象】�市内に在住または在勤・通

学している人

【申込開始日】�５月16日（月）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】�●本生涯学習課（☎
41-3587）

■�フルーツの飾り切りとプレート

パフェ作り教室

【日時】�６月９日（木）、午前10時～

午後０時30分（受け付けは午前９

時45分から）

【会場】�体験工房森のくに

【講師】�レストランベルンドルフ

調理師の山陰晃さん

【定員】�８人（先着順）

【参加料】�1,500円（材料代）

【持ち物】�マスク、エプロン、三

角巾、果物ナイフや包丁、手拭き

タオル、上履き、筆記用具

【申込開始日時】�５月16日（月）、午

前９時

※２日前よりキャンセル料が発生

します

【問い合わせ・申し込み】�体験工房

森のくに（☎48-3009）

■宮沢賢治イーハトーブ館企画展

　「宮沢賢治とエスペラント展」

　エスペラント

とは、ポーラン

ドの眼科医ザメ

ンホフが発表し

た人工国際語で

す。世界平和を

願ったエスペラ

ントの理想に宮

沢賢治も共鳴し、さまざまな作品

に用いました。

　本展示は、エスペラントの成り

立ちや日本での普及、賢治がエス

ペラントを独習した背景、賢治に

影響を与えた人物など広範に紹

介。エスペラントを知らない人も

楽しめる内容となっています。

【会期】�６月27日（月）まで

【入場料】�無料

【会場・問い合わせ】�宮沢賢治イー

ハトーブ館（☎31-2116）

■第30回宮沢賢治生誕祭

　全国俳句大会作品募集

【応募作品】�当季雑詠２句１組

【投句料】�１組につき1,000円

※作品応募と同時に定額小為替ま

たは現金書留で支払い

【投句期限】�６月20日（月）消印有効

【応募方法】�所定の応募用紙また

は原稿用紙に①作品②住所③氏名

④俳号（ふりがな）⑤電話番号を明

記の上、下記へ郵送

【問い合わせ・投句】�同大会事務局�

安部克詠（〒025-0072�四日町2-1-

29�☎24-4251）

宮沢賢治生誕祭�全国俳句大会

【日時】�８月27日（土）、午前10時30分

【会場】�なはんプラザ

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔４月22日（金）～５月９

日（月）分〕（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）

■防災情報伝達試験

　市では、えふえむ花巻、大迫地

域防災行政無線、東和地域有線放

送を通じて災害情報の配信試験を

行います。花巻市防災ラジオをお

持ちの場合、ラジオが自動起動

し、災害情報が放送されます。

【日時】�５月18日（水）、午前11時

※携帯電話の緊急速報メールには

配信されません。天気などの状況

によっては、中止することがあり

ます

【問い合わせ】�●本防災危機管理課

（☎41-3511）

■交通安全コンクール「チャレンジ100」

　職場や地域などで、100日間無事

故・無違反を目指しませんか。

【参加資格】�市内に在住・在勤の人

（１チーム５人以上）

【期間】�６月23日（木）～９月30日（金）

【参加料】�１人当たり670円（運転

記録証明書交付手数料）

【申込期限】�６月17日（金）

※申込書は●新市民生活総合相談セ

ンター、■支市民生活係に備え付け

ているほか、市ホームページに掲

載しています

【問い合わせ・申し込み】�●新市民

生活総合相談センター（☎41-

3551）、■支 市民生活係（■大☎41-

3126、■石☎41-3446、■東☎41-6516）

■目指そう‼ごみ減量生活

　令和３年度の家庭ごみの処理量

は、令和２年度と比べ減少しまし

た。ごみの減量に皆さんのご協力

をお願いします。

【問い合わせ】�清掃センター（☎
31-2114）

（単位：トン）

区分
令和３
年度

令和２
年度

一
般
ご
み

可燃ごみ 15,095 15,238

不燃ごみ 905 973

粗大ごみ 61 69

小計 16,061 16,280

資
源
ご
み

びん 509 530

ペットボトル 188 187

その他プラスチック 565 574

衣類 116 125

小計 1,378 1,416

合計 17,439 17,696

�■�証明書コンビニ交付サービス・

自動交付機の停止

　課税（所得）証明書の発行年度更

新のため、コンビニ交付サービス

の課税（所得）証明書の取り扱いと

自動交付機の全部を停止します。

【停止日時】�５月31日（火）、終日

【問い合わせ】�●本市民登録課（☎
41-3547）

■市営住宅入居者

※①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―の要

件を全て満たす必要があります

【締め切り日】�５月25日（水）

【入居の決定】�抽選により決定

※上記のほか市営住宅13戸、定住促進

住宅（新堀）１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

① シティコー
ト花巻中央

１戸 ２ＤＫ 子育て世帯

②高木南 １戸 ３ＬＤＫ 一般


