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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.391

■第73回全国植樹祭の一般招待者

　第73回全国植樹祭が49年ぶりに

岩手県で開催されます。記念植樹

を行う一般招待者を募集します。

【応募資格】 県内在住で次の条件

を満たす人

▼個人で応募の場合…18歳以上の

人 ▼グループ（２～５人）で応募の

場合…応募者全員が６歳以上で、

18歳未満の人が構成員となる場合

は保護者の承諾があり、かつ代表

が18歳以上であること

※重複応募は無効となる場合があ

ります

【日時】 ６月４日（日）

【会場】 高田松原津波復興祈念公

園、高田松原運動公園

【定員】 400人

【申込期限】 12月23日（金）

【申し込み方法】 申し込み専用

サイト（https://vm-dxsys.jp/

syokuju2023/General/Login.

aspx）または下記へ郵送で申し込

み（消印有効）

※詳しくは第 7 3 回全国植樹

祭のホームページ（http s : / /

syokujusai-iwate2023.jp/）をご

覧ください

【問い合わせ】 岩手県全国植樹祭

推進室（〒020-0023 盛岡市内丸

11-1 ☎019-629-5810）

■令和４年度自衛官候補生

【応募資格】 18歳以上33歳未満の

人

※自衛官候補生は年間を通じて募

集しています。試験会場や応募方

法など詳しくは下記へお問い合わ

せください

【問い合わせ】 陸上自衛隊北上地

域事務所（☎0197-63-6736）

■市営住宅入居者

【締め切り日】 12月23日（金）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅17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 ２ＤＫ 一般

下中居 １戸 ３ＤＫ 一般・単身

■交通安全川柳作品

　花巻市交通安全対策協議会で

は、交通安全川柳を通じて、市民

の皆さんの交通安全に対する意識

高揚を図るための作品を募集しま

す。

【応募資格】 市内に在住または在

勤の人

【募集内容】 歩行者や自転車、自

動車などの交通安全に関する題材

で、親しみやすくくすっと笑える

内容の五・七・五の川柳

※応募作品は未発表のものに限り

ます。入選は１人１作品まで。入

賞作品はイトーヨーカドー花巻店

に展示する予定です

【応募期間】 12月15日（木）～１月31

日（火）

【応募方法】 応募用紙に①住所②

氏名③年齢④電話番号⑤（必要で

あれば）ペンネームを記入の上、

応募作品（１人２句以内）を添えて

●新市民生活総合相談センターもし

くは■支市民生活係へ持参、郵送、

ファクスのいずれかで下記へ

※応募用紙は●新市民生活総合相談

センター、■支市民生活係で配布す

るほか、市ホームページに掲載し

ています

【問い合わせ・応募】 ●新市民生活総

合相談センター（〒025-8601 花城

町9-30 ☎41-3551 思41-1299）

■ポリテクセンター岩手

　公共職業訓練受講生

　令和４年度３月開始コースの受

講生を募集します。

【訓練期間】 ３月２日（木）～８月30

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】 １月４日（水）～26日（木）

※申し込み方法など詳しくは下記へ

【会場・問い合わせ】 ポリテクセン

ター岩手（☎23-5712）

■普通救命講習Ⅰ

【期日】 ２月11日（土・祝）・18日（土）

【時間】 午前９時～正午

【会場】 花巻市消防本部

【内容】 ＡＥＤ（自動体外式除細動

器）の使い方を含めた心肺蘇生法

や止血法、異物除去法など

【定員】 各回10人（先着順）

※参加者が３人未満の場合は中止

【受講料】 無料

【申込期間】 １月４日（水）～31日（火）

【申し込み方法】 市ホームペー

ジ 内 専 用 申 し 込 み フ ォ ー ム

（https://www.

city.hanamaki.

i w a t e . j p /

kurashi/anshin_

anzen/syoubou/1000801/1017401/

index.html）から申し込み、また

は下記へ

【問い合わせ・申し込み】 花巻中央

消防署（☎22-6125）、東和分署（☎
42-2119）、花巻北消防署（☎45-

2119）、大迫分署（☎48-2030）、花

巻温泉分遣所（☎27-3030）、花巻

南温泉分遣所（☎25-2119）

▲

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

■ バスロケーションシステム

　「バス予報」使い方教室

　スマートフォンで路線バスの運

行状況がリアルタイムで確認でき

る「バス予報」の使い方教室を開催

します。

【日時】 １月18日（水）、午前10時～

１時間程度

【会場】 なはんプラザ

【定員】 15人（先着順）

【申込開始日】 12月15日（木）

※参加無料。お手持ちのスマート

フォンを持参してください

　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。27
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【�お知らせ中の健康づくり課の表記】　●＝企画総務係☎41-3607　●＝予防推進係☎41-3608　●＝成人
保健係☎41-3613　●＝母子保健係☎41-3609　●＝健診管理係☎41-3614　●＝子育て世代包括支援セ
ンター☎41-3500

母 子

予企 成

・健康づくり課（花巻保健センター）南万丁目 970-5　　�☎ 23-3121
・大迫総合支所�健康づくり窓口　　�大迫町大迫 2-51-4　☎ 41-3128�
・石鳥谷総合支所�健康づくり窓口　�石鳥谷町八幡 4-161�☎ 41-3448
・東和総合支所�健康づくり窓口　　�東和町土沢 8-60　　☎ 41-6518�

健

●本

※東和保健センターでの各種乳幼児健
診は、偶数月に実施しています

■母子健康手帳交付、乳幼児健診など（対象者に通知済み）　

７カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月12日（木） 花巻保健センター 13：30～13：45 ４年５月28日～６月７日生まれ

１月13日（金） 石鳥谷保健センター 12：30～12：45 ４年６月生まれ
１月26日（木） 花巻保健センター 12：45～13：00 ４年６月８日～27日生まれ
２月３日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 ４年６月～７月生まれ

１歳６カ月児健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月13日（金） 石鳥谷保健センター 12：45～13：00 ３年６月生まれ

１月17日（火） 花巻保健センター 12：45～13：15 ３年６月16日～29日生まれ
１月31日（火） 花巻保健センター 12：45～13：15 ３年６月30日～７月15日生まれ
２月３日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 ３年６月～７月生まれ

母子健康手帳交付
実施日 受付時間 交付場所・予約先 備考

月～金曜日
（祝日を除く）

9：00
～

16：30

健康づくり課●子
（花巻保健センター）

予約者優先（可能な限り事前に
予約をお願いします）

大迫・石鳥谷・東和総合支所
健康づくり窓口

予約者のみ

離乳食教室
実施日 会場 受付時間 対象

１月10日（火） 大迫保健福祉センター  9：30～ 9：45 ４年８月～９月生まれ

１月23日（月） 花巻保健センター
 9：00～ 9：15 ４年８月１日～８日生まれ
10:15～10:30 ４年８月９日～15日生まれ

１月27日（金） 石鳥谷保健センター  9：00～ 9：15 ４年８月～９月生まれ
１月30日（月） 花巻保健センター  9：00～ 9：15 ４年８月16日～31日生まれ
２月３日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 ４年８月～９月生まれ

２歳児親子歯科健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月18日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年７月16日～31日生まれ

１月20日（金） 石鳥谷保健センター 12：30～13：15 ２年６月～８月生まれ
２月１日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 ２年８月１日～15日生まれ
２月３日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 ２年７月～８月生まれ

３歳児健診
実施日 会場 受付時間 対象

１月11日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 元年７月16日～31日生まれ

１月13日（金） 石鳥谷保健センター 13：00～13：15 元年７月生まれ
１月25日（水） 花巻保健センター 12：45～13：15 元年８月１日～15日生まれ
２月３日（金） 東和保健センター 12：45～13：00 元年７月～８月生まれ

育児学級
実施日 会場 受付時間 対象

１月10日（火） 大迫保健福祉センター  9：30～ 9：45 ４年１月～２月生まれ
１月19日（木） 花巻保健センター  9：00～ 9：15 ４年２月１日～15日生まれ
１月27日（金） 石鳥谷保健センター  9：30～ 9：45 ３年12月～４年１月生まれ
２月２日（木） 花巻保健センター  9:00～ 9:15 ４年２月16日～28日生まれ
２月３日（金） 東和保健センター 13：00～13：15 ４年２月～３月生まれ

■■献血にご協力を

　輸血が必要な患者さんのため、

献血にご協力をお願いします。

◉「はたちの献血」キャンペーン

〔１月１日～２月28日〕

【問い合わせ】 健康づくり課

日時 会場

１月９日（月・祝）
　10：00～12:00
　13：30～16：00

花巻きらきらモール

１月25日（水）
　13：30～16：00 花巻警察署

１月29日（日）
　10：00～12：00
　13：30～16：00

エムズエクスポ花巻店

１月30日（月）
　 9：30～11：30
　13：30～16：00

市役所東和総合支所
岩手県立東和病院

１月31日（火）
　 9：30～11：30
　13：00～16：00

市役所本庁

定例小児相談（予約制）
実施日 会場 相談時間 対象 予約先

１月16日（月） 花巻保健センター  9：00～12：00 乳幼児 健康づくり課●母

■■ピロリ菌検診を受けましょう

【対象】 令和５年３月31日現在で

▶20歳の人（申し込み不要）▶未受

診の21歳～39歳の人（申し込み必要）

【検診料】 無料

【提出期間】 １月５日（木）～27日（金）

※対象者・申込者には１月上旬ま
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　新型コロナウイルス感染症予防のため、人数を調整しご案内していま

す。ご案内の日程で受けられない場合は、必ず事前に健康づくり課●母ま

たは各総合支所健康づくり窓口へ電話でご連絡ください。

※本年度より大迫地域の各種乳幼児健診は、石鳥谷保健センターで実施

します。対象者には別途案内します

■花巻市食育講演会

【日時】 １月23日（月）、午後１時30

分～３時

【会場】 文化会館

【内容】 講演「生涯にわたる食を通じ

た健康づくり」（講師は料理研究家・

テレビリポーターの千葉星子さん）

【定員】 100人（先着順）

【入場料】 無料

【申込期間】 12月19日（月）～１月13

日（金）

【申し込み方法】　市ホームペー
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でに問診票と

検査キットを

送付します

【問い合わせ・申し込み】 健康づく

り課●健

ジ内の申し込み

フォームまたは電

話で下記へ

【問い合わせ・申し込み】 健康づく

り課●企

▲�「
バ
ス
予
報
」Ｑ
Ｒ
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ー
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【問い合わせ・申し込

み】 岩手県交通株式

会社総務部総務課

（☎019-651-1885）


