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■国際交流協会からのお知らせ

①トラベル英語講座

　講師のマルコムさんと一緒にレ

ストランや空港などで使うトラベ

ル英語を学んでみませんか。

【期間】 ８月３日～９月21日の水

曜日、全８回

【時間】 午後１時30分～３時

【定員】 15人（先着順）

【受講料】 2,981円（テキスト代）

②定住外国人向け「日本語講座」

　日常会話を中心に学習します。

【対象】 市内に在住・在勤している

外国出身者

【期間】 ７月31日～９月25日の日

曜日、全８回

※８月14日を除く

【時間】 ▼にほんご１…午前９時

30分～10時20分 ▼にほんご２・４

…午前10時30分～11時20分 ▼にほ

んご３…午前11時30分～午後０時

20分

【定員】 10人（先着順）

【受講料】 無料

【持ち物】 筆記用具、ノート

①②共通

【会場】 花巻市交流会館

【申込開始日】 ７月４日（月）、午前

９時

【問い合わせ・申し込み】 花巻国際

交流協会（☎26-5833）

■岩手県立中部病院市民公開講座

　医療や健康を身近に感じられる

市民公開講座を開催します。

【日時】 ８月４日（木）、午後３時～

４時30分（午後２時30分開場）

【内容】 中部圏域と中部病院の現

状、糖尿病、食事療法

【会場】 さくらホール（北上市）

【定員】 100人（先着順）

【参加料】 無料

【申込期限】 ７月29日（金）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ・申し込み】 岩手県立

中部病院地域医療福祉連携室（☎
0197-71-1511）
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（https://www.city.ha

namaki.iwate.jp/bunk

asports/shogaigakush

u/1016419/1014287.ht

ml）内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）

※一般向けの同セミナーは９月か

ら開講予定です。詳しくは広報は

なまきでお知らせします
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■�市民講座�はなまき暮らし部

　今話題のテーマを気軽に体験で

きる講座です。

【対象】 市内在住・在勤の人

【日時】 ７月30日（土）、午前10時～

正午

【会場】 まなび学園

【内容】 漆についての講話、漆を

使ったオリジナルトートバッグづ

くり（ステンシルシートを作り、

漆でステンシルを入れオリジナル

のトートバッグを製作します）

※日時や内容は変更になる場合が

あります

【定員】 15人

※定員を超える場合は抽選

【申込期限】 ７月15日（金）

■環境学習講座

　「ダムの役割を知ろう」

　田瀬ダムと水力発電所の見学を

通じて、ダムの役割や水の大切さ

を学びます。

【日時】 ７月29日（金）、午前９時～

午後０時30分

【集合場所】 文化会館駐車場 

【定員】 15人程度（先着順）

【受講料】 無料

【申込開始日】 ７月８日（金）

【注意事項】 階段やぬれた場所が

あるため、歩きやすい靴（サンダ

ル不可）で参加してください

【問い合わせ・申し込み】 ●本生活環

境課（☎41-3543）

■はなまき賢治セミナー（親子向け）

　体験学習や講義を通じて「宮沢賢

治」への理解を深めてみませんか。

【対象】 市内の小学生とその保護者

【期日】 ８月６日・27日、９月３日

の土曜日（全３回）

※好きな回に参加できます

【会場】 宮沢賢治童話村ほか

【定員】 各回10組（抽選）

【受講料】 無料（保険料などは自己

負担）

【申込期限】 ７月20日（水）

【申し込み方法】 市ホームページ

■手話ボランティア養成初級講座

　ろうあ者および手話通訳者と手

話を通して交流し、コミュニケー

ション技術の習得を目指します。

【対象】 市内在住・在勤の人

【期間】 ７月26日～10月18日の火

曜日、全12回

※８月16日を除く

【時間】 午後７時～９時

【会場】 花巻市総合福祉センター

【定員】 15人（新規受講者を優先）

【受講料】 無料（教材代は自己負担）

【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①氏

名②住所③電話番号を明記

【申込期限】 ７月19日（火）

【問い合わせ・申し込み】 花巻市

社会福祉協議会（☎41-8739 思

22-4283 糸hanamaki-syakyo.vo@

proof.ocn.ne.jp）

【 申 し 込 み 方 法 】 

市 ホ ー ム ペ ー ジ

（https://www.city.

hanamaki.iwate.jp/

bunkasports/shogaigakushu/1016

419/1016604.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）

（納期限は８月１日）

国　保　税（第１期）

固定資産税（第２期）

今月の納税今月の納税

　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により、延期や

内容変更、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。 24

■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
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■県立千高等技術専門校 

　１日体験入校の開催

　「自動車に興味がある」「自動車

整備の道に進みたい」など、次世

代の自動車サービス産業を担う主

に県内の高校２、３年生を対象

に、１日体験入校を開催します。

【対象】 高校生（主に２・３年生）

【期日】 ８月４日（木）・５日（金）

【時間】 午前10時～午後４時

※両日とも同じ内容です

【会場】 県立千高等技術専門校

（一関市千町千字神ノ田60-1）

【内容】 実習体験（タイヤ交換、灯

火類点検、エンジン分解・組み立

て、ブレーキ分解・組み立て）

【定員】 各日16人程度

【参加料】 無料

【申込期限】 ７月15日（金）

【問い合わせ・申し込み】 県立千

高等技術専門校（☎0191-52-2125）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔６月８日(水）～23日

（木）〕（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   

※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）

■ひきこもり専門相談の実施　　

　ひきこもりについて専門の医師

が、本人や家族の相談を受け付け

ます。

※家族のみの相談も可

【期日】 ７月６日（水）、９月７日

（水）、11月２日（水）

【時間】 午後２時～３時30分

【会場】 花巻地区合同庁舎

【担当医師】 国立病院機構花巻病

院副院長の河上真人先生

【申込方法】 開催日の１週間前ま

でに下記へ申し込み

【問い合わせ・申し込み】 岩手県中

部保健所保健課（☎22-4952）

■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20日（水）10：00～15：00大迫総合支所第２会議室 ７月19日（火）

消費者救済資金貸付相談７月21日（木）13：00～17：00
市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

７月14日（木）

暮らしの行政書士相談 ７月28日（木）13：30～15：30 ７月21日（木）

■市政懇談会

【時間】 

▲

内川目地区…午後６時

30分～
▲

成島地区…午後６時～

（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（■大☎
41-3121、■東☎41-6511）

期日 地区 会場

７月22日（金）内川目 内川目振興センター

７月29日（金） 成島 成島振興センター

■ ひとり親家庭等無料法律相談の

実施

　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】 ８月２日（火）、午前10時か

ら午後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・予約】 県母子寡婦福

祉連合会（☎019-623-8539）

■豚熱の拡散を防止しましょう

　豚熱ウイルスに感染した野生イ

ノシシが一関市などで発見されま

した。

　ウイルスの拡散を防止するた

め、山林に入った場合は衣服・靴

の消毒、残飯の持ち帰りの徹底を

しましょう。野生イノシシの死体

を見つけた場合、下記までご連絡

ください。

【問い合わせ】 岩手県県南家畜保

健衛生所（☎0197-23-3531）

■ 第５回 20世紀の記録・写真資料

展－先人からの贈りもの－　　

　日本の戦中・戦後の記録写真と

して残された朝日新聞発行の「朝

日グラフ」（昭和27年発刊）の複製

展示です。

【会期】 ８月１日（月）～31日（水）、

午前９時～午後９時（休館日を除

く）

【会場】 なはんプラザ

【問い合わせ】 Act21 菅原唯夫（☎
090-9532-7434）

岩手

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。


