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■�「平和教室」開催団体

　市では、被爆者の体験講話、平

和ビデオ上映会など、「平和教室」を

開催する団体を募集しています。

【対象】 市内小中学校、学童クラブ、

ＰＴＡ、コミュニティ会議など

【申込期限】 令和５年１月27日（金）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【問い合わせ】 ●本総務課（☎41-3506）

�　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。

■古民家歴史学習会

　古民家（同心屋敷、旧小原家住

宅、伊藤家住宅、熊谷家）を巡り、

歴史と文化財について学びます。

【日時】 10月６日（木）、午前８時30

分～午後０時10分

【集合場所】 文化会館駐車場

【参加料】 無料

【定員】 20人（先着順）

【申込期間】 ９月20日（火）、午前９

時～９月27日（火）

【問い合わせ・申し込み】 教育委員

会文化財課（☎41-3152）

■花巻市博物館ワークショップ

①鍛冶丁焼作り

【期日】 10月８日（土）

【講師】 鍛冶丁焼窯元の阿部太成

さん

【申込期限】 10月７日（金）

②台焼作り

【期日】 10月22日（土）

【講師】 台焼５代目窯元の杉村峰

秀さん

【申込期限】 10月21日（金）

①②共通

【時間】 午後１時30分～３時

【定員】 15人（先着順）

【参加料】 1,500円

【会場・問い合わせ・申し込み】 花

巻市博物館（☎32-1030）

■花巻市博物館館長講座-２

　�「花巻の文化財を歩く～魅力あ

ふれる花巻の文化財」

【日時】 10月15日（土）、午後１時30

分～３時

【参加料】 無料

【定員】 30人（先着順）

【申込期限】 10月14日（金）

【会場・問い合わせ・申し込み】 花

巻市博物館（☎32-1030）

■環境学習講座

　「笛貫の滝自然観察会」

【日時】 10月15日（土）、午前８時～

午後０時30分

【集合場所】 文化会館駐車場また

は大迫総合支所駐車場

【内容】 笛貫の滝周辺の自然観察

（雨天時は総合文化財センター見学）

【参加料】 無料

【定員】 10人程度（先着順）

【持ち物】 軽登山用の装備

【申込開始日】 ９月20日（火）

【問い合わせ・申し込み】 ●本生活環

境課（☎41-3543）

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（10～12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】 10月５日（水）・22日（土）、11

月９日（水）・26日（土）、12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）

■市政懇談会・市長との対話

①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）

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）

※事前申し込み不要。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 地区 会場

10月６日（木） 花北 花北振興センター

期日 会場

10月３日（月） 大迫総合支所

10月11日（火） 市役所本庁本館

10月20日（木） 石鳥谷総合支所

10月26日（水） 東和総合支所

■ポリテクセンター岩手

　公共職業訓練受講生

【訓練期間】 12月１日（木）～令和５

年５月31日（水）

【募集科】 ビル管理技術科

【定員】 17人

【受講料】 無料

【申込期間】 10月３日（月）～27日（木）

※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）

■市営住宅等入居者

【締め切り日】 ９月26日（月）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅16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 １戸 ３ＬＤＫ 一般

高木南 １戸 ２ＬＤＫ 一般

旭町団地 １戸 ２ＬＤＫ 一般・単身
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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.385

■�ドキュメンタリー映画「戦争の

足跡を追って-北上・和賀の十五

年戦争-」花巻上映会

【期日】 ９月25日（日）

【時間】 ①午前10時～正午②午後

２時～４時

【会場】 文化会館

【入場料】 一般1,000円、大学・高

校生500円（中学生以下は無料）

【問い合わせ】 平和憲法・９条を守

る花巻市民の会 代表 林正文（☎
23-5439）

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。

■歳末たすけあい芸能大会は

　中止します

　歳末たすけあい運動の一環とし

て、市内４地域（花巻・大迫・石鳥

谷・東和）で開催を予定していた

「歳末たすけあい芸能大会」は、新

型コロナウイルス感染症の感染拡

大を受け、開催を中止します。

【問い合わせ】 花巻市社会福祉協

議会（本所☎41-8739、大迫支所☎
48-4111、石鳥谷支所☎45-4666、

東和支所☎42-3151）

■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 10月12日（水）10：00～15：00市民生活総合相談センター 10月11日（火）

市民生活（人権・行政）
相談

10月14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３会議室

■�10月からの国民健康保険被保険

者証を郵送します

　国民健康保険の保険証は１年更

新です。10月から使用する保険証

は９月末日までに世帯主宛てに郵

送します。有効期限の切れた保険

証は回収しません。個人情報に注

意して破棄してください。ほかの

健康保険に加入したときは、下記

へ届け出をしてください。

【問い合わせ】 ●本国保医療課（緯

41-3583）、■支健康福祉係（■大緯41-

3127、■石緯41-3447、■東緯41-6517）

■�家屋取り壊しの届け出

　固定資産税は、毎年１月１日現

在の所有者に課税されます。今年

中に家屋を取り壊した人（法務局

で滅失登記した人を除く）は、年内

に下記へ届け出をしてください。

※令和３年以前に取り壊した家屋

が本年度の課税明細書に記載され

ている場合は下記へご相談ください

【問い合わせ】 ●本資産税課（☎41-

3529）

■第27回賢治葛丸祭

【日時】 10月10日（月・祝）、午後１時

30分

【会場】 葛丸ダム湖畔 賢治詩碑前

※雨天時は大瀬川構造改善センター

【内容】 鹿踊の演舞、石鳥谷吟詠

会の発表、エコーくずまるによる

コーラス

【問い合わせ】 石鳥谷賢治の会 熊

谷（☎090-8258-6170）

■�令和３年度男女共同参画に関す

る年次報告を公表しました

　市では、花巻市男女共同参画基

本条例に基づき、

▲

計画の進
しんちょく

捗状

況を測るための成果指標

▲

現状と

今後の対策

▲

施策ごとの具体的な

事業の実績－などの年次報告を公

表しています。

※年次報告は、各振興センターに

配布しているほか、市ホームペー

ジにも掲載しています

【問い合わせ】 ●本地域づくり課（☎
41-3514）

■種別外無免許運転に注意

　平成29年３月に準中型免許が新

設されましたが、総重量・積載量

などの確認・理解不足による種別

外無免許運転が散見されます。

　運転免許証と自動車検査証をよ

く確認し、免許により運転できる

自動車の範囲を理解して、種別外

無免許運転を防止しましょう。

　

◉免許区分と運転可能車種区分

　

【問い合わせ】 花巻警察署交通課

（☎23-0110）

車両
総重量

最大
積載量

乗車
定員

大型免許 11㌧
以上

６．５㌧
以上 30人以上

中型免許 11㌧
未満

６．５㌧
未満 11～29人

８㌧限定
中型免許

８㌧
未満

５㌧
未満

10人以下
準中型免許 ７．５㌧

未満
４．５㌧
未満

５㌧限定
準中型免許

５㌧
未満

３㌧
未満

普通免許 ３．５㌧
未満

２㌧
未満

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔８月25日(木）～９月７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…0.06～0.07  

※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）


