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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）.12.15 広報はなまき　No.391
　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。

■ いわておかえり年末年始キャン

ペーン

　県では「Ｕターン移住」を具体的

に考えていただくため、お正月に

県外から帰省される人を対象に岩

手で働く魅力をＰＲする「いわて

おかえり年末年始キャンペーン」

を実施します。期間中に岩手の仕

事・就職情報サイト「シゴトバクラ

シバいわて」に新規登録した人の

中から抽選で「いわて牛五ツ星」

３万円相当などの県

産品を100人にプレ

ゼント（県外在住者

限定）。この冬は、

帰省したご家族・友人と一緒に「い

わてへのＵターン」について考え

てみませんか？　県外のご家族な

どにぜひお知らせください。

【対象期間】 12月23日（金）～１月22

日（日）

【問い合わせ】 岩手県定住推進・雇

用労働室（☎019-629-5588）
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■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時から実施日の前日の午後２時までに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 １月11日（水）10：00～15：00市民生活総合相談センター １月10日（火）

司法書士法律相談 １月12日（木）13：30～15：30石鳥谷総合支所1-1会議室 １月５日（木）

市民生活（人権・行政）
相談

１月13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

司法書士法律相談 １月18日（水）13：30～15：30

市民生活総合相談センター

１月11日（水）
消費者救済資金貸付相談 １月19日（木）13：00～17：00 １月12日（木）

弁護士法律相談 １月25日（水）10：00～15：00 １月24日（火）
暮らしの行政書士相談 １月26日（木）13：30～15：30 １月19日（木）

■空間放射線量測定結果

【測定結果〔11月24日(木）～12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）

■ 花巻市任期付職員（学芸員、保

育士、調理士）採用試験の申し

込みはインターネットから

①学芸員

【受験資格】 

▲

昭和62年４月２日

以降に生まれた人

▲

考古学を専攻

し、大学卒業以上の人

▲

博物館法

に定める学芸員の資格がある人

※学歴・資格は３月31日までに卒

業・取得見込みの人を含む

【募集人数】 若干名

【試験日】 １月28日（土）

【試験科目】 面接、専門試験、性

格検査（ＳＰＩ３）、書類審査

②保育士

【受験資格】 保育士の資格を有す

る人（３月31日までに取得見込み

の人を含む）

【募集人数】 ６人

【試験日】 １月29日（日）

【試験科目】 面接、作文、書類審査

③調理士

【受験資格】 昭和57年４月２日以

降に生まれた人

【募集人数】 ２人

【試験日】 １月29日（日）

【試験科目】 面接、作文、書類審査

①～③共通

【任用期間】 ４月１日～令和７年

３月31日（２年間）

【試験会場】 市役所本館

【申込期限】 １月10日（火）

【申し込み方法】 市ホームページ
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（https://www.

city.hanamaki.

iwate.jp/shisei/

j i n j i _ s a i y o /

syokuinsaiyo/index.html）の専用

フォームから申し込み

※郵送や持参による申し込みは受

け付けしません

【問い合わせ】 ●本 人事課（☎41-

3509）

■針葉樹の小口買い取り

　搬入受け入れ日（１～３月分）

　針葉樹の小口買い取りについ

て、１～３月の搬入受け入れ日を

お知らせします。

■市長との対話

　市の取り組みについて、皆さん

が思っていること、感じているこ

とをお聞かせください。

【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。１人10分程度で、受け付

け順に対話していただきます

【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）

開催日 会場

１月13日（金） 大迫総合支所

１月16日（月） 市役所本庁本館

１月18日（水） 石鳥谷総合支所

１月20日（金） 東和総合支所

■勤労青少年ホーム講座

【対象】 県内在住の人

【時間】 午後７時～９時

【会場】 勤労青少年ホーム

【受講料】 無料（材料代は自己負担）

【申込期限】 各講座開始の２日前

【問い合わせ・申し込み】 勤労青少

年ホーム（☎23-4839 死kinrou@

city.hanamaki.iwate.jp）

講座名 定員 期日

リ ラ ク ゼ ー
ションヨガ

10人
１月５日～26日の
木曜日、全４回

陶芸講座 
ろくろ体験

各日
８人

１月11日（水）・12日
（木）、全２回

陶芸講座
手びねり体験

各日
10人

１月18日（水）・19日
（木）、全２回

手作りピザ 10人 １月25日（水）

■ 岩手大学・花巻サテライト「小学

生親子リフレッシュ理科教室」

【対象】 市内の小学生と保護者

【期日】 １月９日（月・祝）

【時間】 ①午前10時30分～正午②

午後１時～２時30分③午後３時～

４時30分

【会場】 イトーヨーカドー花巻店

２階 情報発信センター

【内容】 光のトンネルを作ってみ

よう‼（無限ミラー製作）

【定員】 各回親子20組（先着順）

【参加料】 無料

【申込期限】 12月23日（金）

【申し込み方法】 ①～③の参加希

望時間帯のＱＲコードを読み込み

必要事項を記入、またはメールで

申し込み

※メールの場合は希望時間帯、氏

名を明記

【問い合わせ・申し込み】 岩手大

学・花巻サテライト（☎30-1172  

死rcist@iwate-u.ac.jp)

▲�①（10：30～
12：00）の回

■ 高村光太郎記念館講座 光太郎

のそば粉おやつ教室

　光太郎にちなんだおやつを親子

で作る講座です。

【対象】 市内の小学生と保護者

【日時】 １月29日（日）、午前10時30

分～正午

【会場】 まなび学園

【内容】 そば粉を使ったおやつを

作り、光太郎と食についてを学び

ます

【定員】 ５組（抽選）

※兄弟などの場合は１人まで同行

できます

【参加料】 1,000円程度（材料代、

保険料）

【申込期限】 １月６日（金）

【申し込み方法】 市ホームページ

内専用フォーム(https://www.
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■ 埋蔵文化財講演会

　「花巻の遺跡を学ぶ会」

　昨年から本年度にかけて発掘調

査を行った「葹
なもみだ

田Ⅰ遺跡」「花巻城

本丸跡・三之丸跡」の調査成果を報

告します。また、昨年県が調査し

た市内の「大谷地Ⅲ遺跡」の発掘調

査成果について、岩手県埋蔵文化

財センターの八木勝枝さんに講演

いただきます。

【日時】 ２月４日（土）、午後１時30

分～４時30分

【会場】 石鳥谷生涯学習会館

【定員】 40人（先着順）

【参加料】 無料

【申込開始日】 12月19日（月）

※感染症対策のため、検温、マス

ク着用、手指消毒などにご協力く

ださい

【問い合わせ・申し込み】 花巻市総

合文化財センター（☎29-4567）

期日 搬入場所

１月11日（水）・
28日（土）、２月
８日（水）・25日

（土）、３月８日
（水）・25日（土）

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）

３月８日（水）・
25日（土）

三郎堤ステーション
（幸田8-408-1）

【時間】 午前10時～午後３時

【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）

▲�②（13：00～
14：30）の回

▲�③（15：00～
16：30）の回

city.hanamaki.iw

ate.jp/bunkaspor

ts/bunka/takamur

akotarokinenkan/

最新の行政情報
はラジオから

エフエム・ワンは

78.7MHz

1017551.html）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）

■冬でもできる健康づくり！

　 運動動画を市公式YouTubeで公

開しています

　日々寒さが厳しくなり、外での

活動が減りがちなこの季節。健

康づくり課では、市公式YouTube

（https://www.youtube.com/

watch?v=8aq5xXxlklI）に「10分間

で目指せ1,000歩！　～お家でで

きる簡単有酸素運動～」と題し

て、運動動画を公開しています。

　はなまき健康ポイント事業（＊）

に参加している人は、スマート

フォンをポケットに入れることで

歩数をカウントしながら楽しむこ

とができます。天気の悪い日やお

家でのちょっとした隙間時間にぜ

ひチャレンジしてみてください！

＊12月１日より、１日の歩数など

に応じてポイントが貯まるはなま

き健康ポイント事業の第２期がス

タートしています。スマートフォ

ンをお持ちの20歳以上の市民が対

象です。本事業について詳しく

は市ホームページ（https://www.

city.hanamaki.iwate.jp/kenko_

iryo_fukushi/oshirase/1016945.

html）をご覧ください
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【問い合わせ】 健康づくり課（☎
41-3613）


