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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
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■市政懇談会

【日時】 午後６時～（１時間30分程度）

※マスクの着用をお願いします。

その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）

■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）

　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。

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔９月26日(月）～10月６日

（木）〕（単位：マイクロシーベルト/時）】

①市役所新館前…0.03～0.05

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）

■ 高文連花巻支部 合同発表会・作

品展

　花巻と遠野の高校生による舞台

発表と作品展示会を開催します。

①第31回合同発表会

【日時】 10月23日（日）、午後２時～

４時15分

【内容】 合唱、吹奏楽、郷土芸能、

朗読の発表

②第26回合同作品展

【日時】 ▼10月22日（土）…午後１時

～５時 ▼ 10月23日（日）…午前９時

30分～午後４時

【内容】 書道、美術工芸、写真の

作品展示

①②共通

【会場】 文化会館

【入場料】 無料

【問い合わせ】 高文連花巻支部事

務局（花巻北高校内 ☎23-4135）

■特選ぎんどろ寄席

【日時】 12月25日（日）、午後２時（午

後１時30分開場）

【会場】 文化会館

【入場料】 一般3,000円、小中高生

1,500円（全席指定）

※未就学児の入場はできません

【出演】 柳家権太楼、林家たい平、

古今亭文菊、玉川太福

【入場券発売開始日時】 10月22日

（土）、午前10時

【プレイガイド】 文化会館、なは

んプラザほか

【問い合わせ】 文化会館（緯24-

6511）

■第41回フリーマーケット

【日時】 10月30日（日）、午前９時～

正午

【会場】 花巻市総合体育館 入口広場

※雨天中止

【問い合わせ】 花巻市民フリー

マーケットの会事務局（●本生活環

境課内☎41-3544）

■「銀河のしずく」作付け農家

【対象】 県が定める市内の「銀河の

しずく」栽培適地に作付けし、栽

培マニュアルに沿って栽培できる

農業者、法人および生産者組織

【申込期限】 12月16日（金）

【申し込み先】 ▼花巻農協に出荷

する人…花巻農協米穀販売課（☎
22-6150） ▼それ以外の人…農政課

（☎23-1400）

【問い合わせ】 県南広域振興局花

巻農林振興センター（☎22-4931）

■市営住宅入居者

【締め切り日】 10月25日（火）

【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

緑ヶ丘 １戸 ２ＬＤＫ 一般

高木南 １戸 １ＤＫ 一般・単身

石鳥谷駅西 １戸 ３ＬＤＫ 一般

■農業委員

　農業委員の欠員に伴い、同委員

を公募します。

【応募資格】 市内在住の20歳以上

の人

【募集人数】 １人

【申込期限】 11月14日（月）

【申し込み方法】 農業委員会事務

局、各総合支所農業委員会事務局

分室に備え付けている募集要項を

ご覧の上、申込書を同窓口に提出

※募集要項は市ホームページにも

掲載しています

【問い合わせ】 農業委員会事務局

（☎24-7911）

■イーハトーブ花巻カレッジ

　 「大学の先生に学ぶ！　暮らし

にわくわくをプラス講座」

【対象】 市内在住または在勤の人

【時間】 午後７時～８時30分（④の

み午後１時30分～３時）

【会場】 まなび学園、なはんプラザ

【定員】 各回30人（抽選）

【受講料】 無料

【申込期限】 10月31日（月）

【問い合わせ・申し込み】 ●本生涯学

習課（☎41-3587）

期日 内容 講師

① 11月14日（月）
災害時の栄養支援
について

村元美代
教授

② 11月30日（水）
いまさら聞けない
ＳＤＧｓの基本

渋谷晃太
郎教授

③ 12月６日（火）
声に出して楽しむ
万葉集

丸山ちは
や助教授

④
令和５年
１月20日（金）

日本人の死生観に
ついて

中村安宏
教授

⑤
令和５年
２月８日（水）

日常生活から考え
る”ジェンダー”講
座

海妻径子
教授

■「賢治の世界」ワークショップ

　～紅葉の胡四王山散策～

【日時】 11月６日（日）、午前９時30

分～11時30分

【集合場所】 宮沢賢治イーハトー

ブ館

※野外観察会となります。歩きや

すい靴や服装でご参加ください

【定員】 15人（先着順）

※小学生以下は保護者同伴

【参加料】 無料

【申込開始日】 10月19日（水）

【問い合わせ・申し込み】 宮沢賢治

記念館（☎31-2319）

■ 文化財セミナー 「花巻の山城を

めぐる」

　大迫町と石鳥谷町内の城址（亀

ケ森城跡、八重幡館跡）をガイド

付きで巡ります。

【日時】 11月８日（火）、午前８時30

分～午後０時30分

【集合場所】 まなび学園駐車場

【定員】 15人（先着順）

【参加料】 100円（保険料）

【申込期間】 10月20日（木）、午前９

時～10月28日（金）

【問い合わせ・申し込み】 教育委員

会文化財課（☎41-3152）

■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 11月９日（水）10：00～15：00
市民生活総合相談センター

11月８日（火）

暮らしの行政書士相談11月10日（木）13：30～15：30 11月２日（水）

■緊急地震速報の配信訓練

　緊急地震速報（予想震度５弱）が

発表されたという想定で、エフエ

ムワン、大迫地域防災行政無線、

東和地域有線放送を通じて緊急地

震速報の配信訓練を行います。

【日時】 11月２日（水）、午前10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）

■ 2023年版「県民手帳」「能率手帳」

の販売

【販売価格（税込み）】 ▼県民手帳

…700円 ▼能率手帳…800円

【販売期間】 令和５年１月20日（金）

まで（土・日曜日、祝日、12月29日

～令和５年１月３日を除く）

【問い合わせ・取り扱い】 市統計調

査員協議会事務局（●本総務課内☎
41-3507）、■支地域づくり係（■大☎41-

3121、■石☎41-3441、■東☎41-6511）

※市内の書店でも販売しています

開催日 会場

11月７日（月） 大迫総合支所

11月21日（月） 市役所本庁本館

11月22日（火） 石鳥谷総合支所

11月25日（金） 東和総合支所

開催日 地区 会場

11月11日（金） 花南 花南振興センター

■ ＪＲ釜石線昼間集中工事の実施

に伴う列車の運休と臨時運行

【期間】 11月１日（火）・２日（水）の２日間

◉運休

◉臨時運行

※列車運行状況はＪＲ東日本ホー

ムページをご覧ください

【問い合わせ】 ＪＲ東日本お問い

合わせセンター（☎050-2016-1600）

列車 発着時刻

下
り

快速はまゆり１号
盛岡駅 08：42発
釜石駅 10：53着

普通
花巻駅 09：49発
釜石駅 12：08着

快速はまゆり３号
盛岡駅 11：33発
釜石駅 13：58着

普通
花巻駅 14：40発
釜石駅 16：41着

上
り

普通
釜石駅 09：03発
花巻駅 11：20着

快速はまゆり４号
釜石駅 11：28発
盛岡駅 13：43着

普通
釜石駅 12：09発
花巻駅 14：10着

快速はまゆり６号
釜石駅 14：18発
盛岡駅 16：39着

列車 発着時刻 途中停車駅

下
り

快速
盛岡駅 08：42発
遠野駅 10：06着

矢幅・花巻・新花
巻・土沢・宮守

普通
花巻駅 09：49発
遠野駅 10：52着

各駅停車

快速
盛岡駅 11：33発
遠野駅 13：04着

矢幅・花巻・新花
巻・土沢・宮守

普通
花巻駅 14：00発
遠野駅 15：07着

各駅停車

上
り

普通
遠野駅 10：15発
花巻駅 11：20着

各駅停車

快速
遠野駅 12：15発
盛岡駅 13：43着

宮守・土沢・新花
巻・花巻・矢幅

普通
遠野駅 13：10発
花巻駅 14：12着

各駅停車

快速
遠野駅 15：13発
盛岡駅 16：39着

鱒沢・宮守・土沢・
新花巻・花巻・矢幅

■ 中小企業退職金共済制度をご利

用ください

　中小企業退職金共済制度は、中

小企業のための退職金制度です。

事業主が中小企業退職金共済事業

本部（以下、中退共本部）と退職金

共済契約を結び、毎月の掛け金は

事業主が指定した預金口座から振

り替えます。従業員が退職したと

きは、中退共本部から直接退職者

へ退職金が支払われます。

【特色】 ▼掛け金の一部を国が助成

▼掛け金は全額非課税で手数料不要

▼パートや家族従業員も加入可能

▼外部積み立てのため管理が簡単

【問い合わせ】 中退共本部（☎03-

6907-1234）

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。


