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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.384

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。

■第７回「花巻の風景画展」

【会期】 ９月５日（月）～19日（月・祝）

※９月14日（水）を除く

【時間】 午前９時30分～午後５時

※最終日は午後４時まで

【会場】 賢治の広場（上町）

【入場料】 無料

【問い合わせ】 花巻美術団体連

絡協議会 会長 五十嵐仁（☎23-

3215)

（納期限は９月30日）

国　保　税（第３期）

今月の納税今月の納税

■�稲刈り前のイノシシ被害は

　ご相談ください

　イノシシが稲刈り前の水田に侵

入した場合、異臭により出荷でき

なくなる場合があります。

　イノシシが侵入した形跡を発見

した場合は、収穫前に出荷先また

は花巻農業協同組合の各地域営農

グループもしくは営農センター、

農業共済組合中部地域センターへ

ご相談ください。

【問い合わせ】 農業共済組合中部

地域センター（☎23-5201）、農村

林務課・農政課（☎23-1400）

■高齢者の消費者トラブル

　110番週間

　県内の消費生活センターなどに

寄せられた消費生活相談のうち、

60歳以上の高齢者のトラブルに関

する相談が全体の約４割を占めて

います。県内の消費生活センター

などでは下記の期間中、相談を集

中的に受け付け、高齢者の消費者

被害の防止に取り組みます。

【期間】 ９月12日（月）～16日（金）

【問い合わせ】 ●新市民生活総合相

談センタ―（☎41-3550）

■�「解決の糸口を見つけに行こう！」

相談会

　消費者信用生活協同組合の専門

スタッフや弁護士が、お金や暮らし

に関する悩みなどを丁寧に聴き取り

し、一緒に解決の糸口を見つけます。

【日時】 ９月10日（土）、午前10時～

午後４時

【会場】 信用生協北上事務所（北上

市大通り1-3-1 北上開発ビル２階）

【相談内容】 お金の問題（多重債務

問題など）、遺産相続、不動産売

買、公共料金の滞納、ＤＶ・離婚問

題、その他暮らしに関する悩み事

【相談料】 無料

※事前の予約が必要です

【問い合わせ・予約】 信用生協北上

事務所（☎0120-101-612）

■ナラ枯れ被害を見つけたら

　キクイムシが運ぶ「ナラ菌」が原

因の「ナラ枯れ被害」に遭ったミズ

ナラやコナラ、クリ、クヌギ、カ

シワなどの木は、葉が一気に赤く

なり枯れ、根元に大量の木くずが

発生します。

　県内では、沿岸部や秋田県境付

近で被害が確認され、被害市町村

は拡大傾向にあります。被害拡大

防止には早期発見が重要です。被

害を発見した場合は、下記へご連

絡ください。

【問い合わせ・相談】 農村林務課

（☎23-1400）、■支 産業係（■大☎
41-3122、■石☎41-3442、■東☎41-

6512）、県南広域振興局花巻農林振

興センター（☎22-4932）

■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

消費者救済資金貸付相談９月15日（木）13：00～17：00

市民生活総合相談センター
（本庁新館１階）

９月８日（木）

司法書士法律相談 ９月21日（水）13：30～15：30 ９月14日（水）

暮らしの行政書士相談 ９月22日（木）13：30～15：30 ９月15日（木）

弁護士法律相談 ９月28日（水）10：00～15：00 ９月27日（火）

■花巻まつりの交通規制に係る市街地循環バスの迂
う か い

回

　花巻まつり期間中は上町周辺の交通規制のため、市街地循環バスの運

行経路が変わります。９月10日（土）・11日（日）の２日間は、イトーヨーカ

ドー前 ▼星めぐり号…午後２時30分発 ▼ふくろう号…午後３時発―の便

から、吹張町～上町停留所の区間を運行しません。

　なお、上町周辺を運行する岩手県交通の路線バスについても、交通規

制による運行経路の変更がありますので、下記へお問い合わせください。

【問い合わせ】 岩手県交通花巻営業所（☎23-1020）

市民体育館

マルカン

大町

市役所

臨時停留所「上町」
（居酒屋なかよし前）

上町

花巻郵便局

吹張町
298

上町口

花城町

総合花巻病院

交通規制区域

10日(土) 15:30～19:30
11日(日) 15:30～20:00

現行ルート

臨時ルート

北
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■花巻国際交流協会講座

①�生活講座-消火訓練（水消火器を

使用した実践）-

【対象】 市内在住の外国人または

その家族、定住外国人ボランティ

アに関心のある人

【日時】 10月２日（日）、午前10時～

11時30分

【定員】 20人程度（先着順）

【参加料】 無料

②�日本語学習支援ボランティア

　養成講座

【対象】 市内に在住または在勤し

ている人

【期間】 10月16日（日）・21日（金）・28日

（金）、11月４日（金）・11日（金）、全５回

【時間】 ▼10月16日（日）…午前９時

30分～正午 ▼ 10月21日（金）～11月

11日（金）…午後７時～８時30分

【講師】 盛岡大学教授の嶺岸玲子

さん

【定員】 15人（先着順）

【参加料】 無料

【持ち物】 スマートフォンまたは

パソコン、筆記用具、ノート

①②共通

【会場】 交流会館

【申込開始日時】 ９月５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）

�　掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止により、
延期や中止・変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔８月６日(土）～24日（水）〕

（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）

■みんなできれいに�秋の大掃除

■就業構造基本調査を実施します

　日本の就業・不就業の実態を調

べる、統計法に基づく国の重要な

調査です。調査対象となる世帯に

は、９月下旬以降、調査員証を携

行した調査員が訪問し調査書類を

お配りします。

※インターネットでの回答を推奨

しています。詳しくは総務省統計

局ホームページをご覧ください

【問い合わせ】 ●本 総務課（☎41-

3507）

■市政懇談会

【時間】 午後６時～（１時間30分程度）

※マスクの着用をお願いします。ほ

かの地区の日程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）、■石地域づくり係（☎41-3441）

期日 地区 会場

９月27日（火） 矢沢 矢沢振興センター

９月30日（金） 新堀 新堀振興センター

■�環境に関するアンケート調査を

実施します

　市では、花巻市環境基本計画の

見直しに合わせ、市民および事業

者の皆さんにアンケート調査を実

施します。

　市内在住の19歳以上の人2,000人

と、市内の200事業所を無作為に選

び、９月中旬に調査票を郵送します

ので回答にご協力をお願いします。

【問い合わせ】 ●本生活環境課（☎
41-3543）

■勤労青少年ホーム講座

【対象】 市内に在住または在勤の人

【時間】 午後７時～９時

【受講料】 無料（材料費は自己負担）

【申込期限】 各講座開始の２日前

【会場・問い合わせ・申し込み】 勤

労青少年ホーム（☎23-4839）

講座名 定員 期日

マネーライフ
プラン

10人
９月14日～28日の毎
週水曜日、全３回

手作りパン 10人 ９月14日（水）

コーヒー
ドリップ

各日
５人

９月15日（木）・29日
（木）

硬式テニス 15人
９月26日～10月31
日の毎週月曜日、
全５回

■少年少女剣道・柔道教室

【対象】 小学１年生以上

【定員】 各20人

【参加料】 1,000円

【申込期間】 ９月４日（日）～11日（日）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【会場・問い合わせ・申し込み】 花

巻市武徳殿（☎22-2088）

種目 期日 時間

剣道
９月17日～11月
19日の毎週土曜
日、全10回

午後３時30分～
４時30分

柔道
９月15日～10月
18日の毎週火・
木曜日、全10回

午後６時30分～
７時30分

■花巻新渡戸記念館の臨時休館

　電気設備工事に伴う停電のた

め、臨時休館します。

【休館日】 ９月27日（火）

【問い合わせ】 花巻新渡戸記念館

（☎31-2120）

■いわて環境の森整備事業

　県では、「いわての森林づくり県

民税」を活用して、所有者に代わっ

て間伐を行っています。

　スギやカラマツなどの人工林の

間伐は、森を元気にし、次の世代

に引き継ぐために大事な作業で

す。森林所有者ご自身で手入れが

難しい場合は、下記へご相談くだ

さい。

【問い合わせ】 県南広域振興局花

巻農林振興センター（☎22-4932）

　普段清掃しない場所などを清掃

し、快適な環境をつくりましょう。

【実施期間】 ９月12日（月）～18日（日）

【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）


