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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
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2022（R4）.6.15 広報はなまき　No.379
　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。

■花巻おもちゃ美術館

　おもちゃ学芸員養成講座

■市民参画・協働推進委員会委員

　市民参画と協働の推進について

ご意見をいただく委員を募集しま

す。

【応募資格】 次の要件を全て満た

す人 ▼市内に在住または通勤・通

学している人、もしくは市内で活

動をしている人 ▼申し込み時点で

18歳以上の人 ▼平日の日中に開催

する会議に出席できる人 ▼任期中

に市の執行機関が設置する審議会

およびそのほかの付属機関の公募

委員ではない人

【任期】 ８月27日（土）～令和６年８

月26日（月）

【募集人数】 ３人以内（選考）

【応募期限】 ７月８日（金）必着

【応募方法】 ①住所②氏名③生年

月日・年齢④性別⑤電話番号⑥主

な経歴（学歴、職歴、市の審議会

などへの就任履歴）⑦地域活動や

ボランティア活動への参加状況⑧

応募の動機と市政への市民参画お

よび協働についての考えを述べた

自作作文（600字程度。様式は自由）

⑨賞罰の有無を記入の上、持参、

郵送、ファクス、メールのいずれ

かで下記へ

【問い合わせ・応募】 ●本地域づくり

課（〒025-8601 花城町9-30 ☎41-

3514 思22-6995 糸kyodo-danjo@

city.hanamaki.iwate.jp）

■甲種防火管理新規講習

【日時】 ▼７月28日（木）、午前９時

～午後４時40分 ▼７月29日（金）、

午前９時30分～午後４時（全２日

間、計11時間）

【会場】 富士大学

【定員】 70人（先着順）

【受講料】 4,300円（テキスト代）

【申込期間】 ６月27日（月）～７月20

日（水）

【問い合わせ・申し込み】 花巻中央

消防署（☎22-6123）、東和分署（☎
42-2119）、花巻北消防署（☎45-

2119）、大迫分署（☎48-2030） ■市営住宅入居者

【締め切り日】 ６月24日（金）

【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）２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

高木南 ３戸 ３ＬＤＫ 一般

天下田 １戸 ３ＤＫ 一般・単身

石鳥谷駅西 １戸 ３ＬＤＫ 一般

■ みんなできれいに

　市民総参加早朝一斉清掃

【日時】 ６月26日（日）、午前６時

※実施内容について詳しくは、回

覧などをご確認ください。新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のた

め、密集・密接を避けながら無理

のない範囲で作業をお願いします

【問い合わせ】 ●本生活環境課（☎
41-3544）、■支市民生活係（■大☎41-

3126、■石☎41-3446、■東☎41-6516）

■ 花巻ばやし踊り練習会の参加者

　花巻まつりに向け、練習会を開

催しています。年齢・性別不問で、

初心者も大歓迎。申し込みは不要

です。

【期日】 ６月19日（日）、７月４

日（月）・11日（月）・18日（月・祝）・25日

（月）、８月１日（月）・８日（月）・22日

（月）

※上記以降の日程については決ま

り次第お知らせします

【時間】 午後６時30分（１時間程

度）

【会場】 ▼６月開催…なはんプラ

ザ ▼７・８月開催…市民体育館

【持ち物】 うちわ、袖付きの羽織、

草履

【問い合わせ】 花巻まつり実行

委員会事務局（●本観光課内☎41-

3542）

■ポリテクセンター岩手

　公共職業訓練受講生

【訓練期間】 ９月２日（金）～令和５

年２月28日（火）

【募集科】 ビル管理技術科

【定員】 17人

【受講料】 無料

【申込期間】 ７月１日（金）～26日（火）

※申し込み方法など詳しくは下記

へ

【問い合わせ】 ポリテクセンター

岩手（☎23-5712）

■ 農作業体験会

【対象】 農業の仕事に興味がある人

【日時】 ７月20日（水）、午前８時30

分～正午

【集合場所】 花巻農業協同組合本

店駐車場

【体験会場】 高木（ブドウ、ピーマン）

【定員】 15人（先着順）

※５人に達しない場合は中止

【申込期限】 ７月８日（金）

【問い合わせ・申し込み】 アグリ

ワーク（花巻農業協同組合営農部

営農企画課内☎29-5871）

　遊びの文化・花

巻の魅力を伝える

遊びの案内人とし

て「花巻おもちゃ

美術館」の活動に参加しませんか。

【対象】 同美術館で月２回程度ボラ

ンティア活動できる18歳以上の人

【日時】 ▼６月25日（土）、午後１時

～４時 ▼６月26日（日）、午前10時

～午後４時（全２日間）

【定員】 30人

【受講料】 4,500円（エプロン代など）

【申込期限】 ６月20日（月）

【申し込み方法】 ①氏名（ふりが

な）②性別③生年月日④住所⑤連

絡先⑥受講動機を記入の上、ファ

クス・メールのいずれかで下記へ

【会場・問い合わせ・申し込み】 花

巻おもちゃ美術館（☎080-9257-

7987 思23-4333 死htm@otomoku.

co.jp）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔５月25日(水）～６月７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）

■市政懇談会・市長との対話

①市政懇談会

【時間】 

▲

八幡、浮田、湯口地区…

午後６時～

▲

八日市地区…午後６

時30分～（いずれも１時間30分程度）

※新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、マスクの着用をお願

いします。そのほかの地区につい

ても広報はなまきなどで順次お知

らせします

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3514）、■支地域づくり係（■石☎
41-3441、■東☎41-6511）

②市長との対話

【対話の時間】 

▲

本庁…午後１時

15分～３時（受け付けは午後１時

～１時45分）

▲

各総合支所…午前

９時30分～11時（受け付けは午前

９時15分～10時）

※事前の申し込みは不要。当日受

付で住所・氏名などを記入いただ

きます

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3514）、■支地域づくり係（■大☎41-

3121、■石☎41-3441、■東☎41-6511）

期日 会場

７月５日（火） 石鳥谷総合支所

７月12日（火） 東和総合支所

７月19日（火） 市役所本庁本館

７月20日（水） 大迫総合支所

期日 地区 会場

７月１日（金） 八幡 八幡振興センター

７月５日（火） 浮田 浮田振興センター

７月８日（金） 湯口 湯口振興センター

７月15日（金）八日市 八日市振興センター

■労働保険の申告・納付は

　お早めに　　

　本年度の申告・納付期限は、７月

11日（月）です。最寄りの労働局・労働

基準監督署または金融機関で手続

きを終えるようにしてください。

電子申請による年度更新手続きも

できます。ぜひご活用ください。

【問い合わせ】 花巻労働基準監督

署（☎23-5231）

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（７～９月分）

　市内で伐採した間伐材などの針

葉樹を買い取ります。

【期日】 ７月６日（水）・23日（土）、８

月10日（水）・27日（土）、９月７日（水）・

17日（土）

【時間】 午前10時～午後３時

【搬入場所】 ▼中根子ステーショ

ン〔中根子字弐拾弐神明4-10〕 ▼

大迫ステーション〔大迫町大迫

1-4〕 ▼三郎堤ステーション〔幸田

8-408-1〕

【小口買い取り単価】 １㌧当たり

3,500円

【問い合わせ】 花巻市森林組合（☎
41-4555）、同大迫事業センター

（☎48-5311）、農村林務課（☎23-

1400）

■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 ７月７日（木）10：00～15：00市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

７月６日（水）

司法書士法律相談 ７月13日（水）13：30～15：30 ７月６日（水）

市民生活（人権・行政）
相談

７月８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１相談室

■第39回みちのく神楽大会

　花巻地方神楽協会所属の14の神

楽団体が共演します。

【日時】 ７月３日（日）、午前10時～

午後５時

【会場】 文化会館

※入場無料、申し込み不要（全席

自由。密集を避けるため入場を制

限する場合があります）

【問い合わせ】 教育委員会文化財

課（☎41-3152）

■宮沢賢治－沢村澄子 現象的書展

　書を「書くこと（Writing）」と定

義し「描かないこと（Not drawing）」

で自作と絵画を分別している第29

回宮沢賢治賞奨励賞受賞の書家・

沢村澄子さんの作品展です。

【会期】 ７月２日（土）～10月10日

（月・祝）

【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）

■ 花巻市民プール・和田プール

　オープン

　初日の６月20日（月）は無料開放

します。

【利用期間】 ６月20日（月）～９月10

日（土）

【利用時間】 ①午前10時～正午②

午後１時～４時③午後５時～６時

30分（高校生以上のみ）

※和田プールは９月以降①②のみ

営業。混雑状況により利用人数を

制限する場合があります。利用料

など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 市民プール（☎24-

2129）、和田プール（☎42-4416）

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。


