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循環型社会に向けて 身近な３Ｒ活動

　循環型社会とは、限りある資源を効率的に利

用し、リサイクルなどで循環させながら将来にわ

たって持続して使い続けていく社会のことです。

　私たちの暮らしの中で最も身近な環境問題は

「ごみ」です。ごみの排出量を減らすためには、

３Ｒ活動（①リデュース②リユース③リサイク

ル）を継続して行うことが大切です。

■リデュース

　ごみの発生を抑制し、ごみを減らすこと

具体的には・・・

◦�買い物にはマイバック（エコバック）を持参する

◦�使い捨てプラスチック（スプーン、フォーク、

ストロー）などをもらわない

◦�必要な食材を必要な分だけ購入し、食品ロス

を減らす

■リユース

　ものを繰り返し使用すること

具体的には・・・

◦�詰め替え商品を購入して中身を詰め替えて利

用する

◦�使用しなくなったものを、リサイクルショッ

プやフリーマーケットで売る

■リサイクル

　ものを再び資源として利用すること

具体的には・・・

◦資源ごみを分別し排出する

◦リサイクル製品を利用する

　循環型社会の形成には、日常生活に”もった

いない”の考え方に即した「３Ｒ」を基調とした

ライフスタイルを実践することが求められま

す。できることから始めていきましょう。

　環境意識啓発活動の一環として㈱マーナ様より
エコバックを寄付いただきました。寄付いただい
たエコバックを下記の通り配布します。

エコバックを寄付いただきました

■�配布期間　１月16日（月）～
２月28日（火）

■�配布場所　本館生活環境課
（☎41-3544）

▲�エコバックは２種類。
コンパクトに畳めます

株式会社ツガワ

◎企業情報

【所在地】 大畑9-92-4

【問い合わせ】 ☎26-1221

①�＿さまざまな業界で注目を集める空中浮遊

ディスプレイ

②�＿株式会社ツガワ外観

③�＿工場内の様子

　株式会社ツガワは、エンターテインメント機器、交

通インフラ関連機器、住宅設備など多種多様な製品

を、お客様と共に開発から設計、部品調達、製造、物

流までワンストップで行う企業です。アミューズメン

トや鉄道関連などで、誰もが一度は目にし、使用した

ことがある装置・電気機器類も実はツガワで製造して

いたというものが数多く存在しています。

　同社は「非接触・非対面」が求められたコロナ禍の社

会ニーズに対応するため、空中浮遊ディスプレイを開

発。物理的に触れないため、サービスカウンター業務

や飲食店などでのオーダーなど、幅広い業種に導入が

期待されています。また、操作精度が非常に高いこと

や、真正面以外からほとんど画面が見えないため個人

情報の保護にも役立つことが強みです。

　今年は創業70周年。商品の開発・製造

を通じて、社会課題の解決にも取り組ん

でいきます。

＊市ホームページでは、より詳しい情報を掲載していますのでぜひご覧ください
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※配布は１世帯２個（各種１個）まで
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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

情報 information
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■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

各日
10人

２月２日～16日の
木曜日、全３回

ボディパンプ
各日
10人

２月７日～３月14日
の火曜日、全６回

手作りスイー
ツ いちごの
タルト

10人 ２月15日（水）

■花巻市博物館館長講座-３

　�「花巻の雛
ひな

人形を見る～宿場の

ひなまつりに見る雛の歴史～」

【日時】 ２月25日（土）、午後１時30

分～３時

【参加料】 無料

【定員】 30人（先着順）

【申込開始日】 １月25日（水）

【会場・問い合わせ・申し込み】 花

巻市博物館（☎32-1030）

■先人ギャラリー展

　本市の先人を顕彰する「ギャラ

リー展」を開催します。

①「新渡戸十次郎」「小田島孤舟」

「山を生業の場とした人々」「早池

峰山の植物研究に関わった人々」

「高村光太郎」

②「池田次男」

①②共通

【入場料】 無料

【問い合わせ】 文化会館（☎24-

6511）

期間 会場

１月28日（土）～
２月９日（木）

文化会館、大迫図書館

２月10日（金）～
19日（日）

石鳥谷・東和図書館

期間 会場

１月28日（土）～
２月９日（木）

石鳥谷・東和図書館

２月10日（金）～
19日（日）

文化会館、大迫図書館

■文化会館自主事業

①第47回花巻市民劇場「宙（そら）

の巡りのめあて～宮沢賢治戯曲四

部作～」

　市民劇場は、全て市民の手に

よって作り上げられる舞台です。

本年度の公演は、宮沢賢治が農学

校教師時代に脚本を書き、生徒た

ちに演じさせていた「ポランの広

場」など４作品のオムニバスを披

露します。

【日時】 ➊２月18日（土）、午後６時

30分（午後６時開場）➋２月19日

（日）、午後２時（午後１時30分開場）

【入場料】 全席自由 一般1,000円、

高校生500円、中学生以下無料

【プレイガイド】 文化会館、なはん

プラザ、正時堂、伊藤精、いせかん、

砂田屋石鳥谷店、佐々長醸造

②映画「甲子園：フィールド・オブ・

ドリームス」

　夏の甲子園に挑む高校球児のド

キュメンタリー映画。市内の高校

も登場します。

【日時】 ➊２月４日（土）、午後６時

（午後５時開場）➋２月５日（日）、午

後２時（午後１時開場）

【入場料】 無料

※入場整理券が必要です。整理券

は１月20日（金）から文化会館、各総

合支所で配布します

①②共通

【会場・問い合わせ】 文化会館（☎
24-6511）

■�第75回岩手芸術祭巡回美術展

（花巻会場）

　第75回岩手芸術祭美術展の優秀

作品77作品を展示します。

【期間】 １月27日（金）～29日（日）

【時間】 午前９時～午後５時

【入場料】 無料

【会場・問い合わせ】 文化会館（☎
24-6511）

■市営住宅入居者

※①②は ▼12歳以下の子または妊

婦と同居 ▼収入基準額が259千円

以下 ▼入居後10年以内の退去―の

要件を全て満たす必要があります

【締め切り日】 １月25日（水）

【入居の決定】 抽選により決定

※上記のほか市営住宅18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

① シティコー
ト花巻中央

１戸 ３ＤＫ 子育て世帯

② シティコー
ト花巻中央

１戸 ２ＤＫ 子育て世帯

下中居 １戸 ３ＤＫ 一般・単身

■食育講座

　

 

※各回試食付き。また、希望する

テーマを複数選択できます

【対象】 市内に在住または在勤し

ている18歳以上の人

【時間】 午後６時30分～７時30分

【講師】 健康づくり課の栄養士

【定員】 各回15人（先着順）

【参加料】 無料

【申し込み方法】 市

ホームページ内の申

し込みフォームまた

は電話で下記へ

【会場・問い合わせ・申し込み】 健

康づくり課（花巻保健センター☎
41-3607）

講座内容 期日

① 高血圧を予防・改善する
食事のポイントについて

２月２日（木）

② 高血糖を予防・改善する
食事のポイントについて

２月８日（水）

③ 中性脂肪・コレステロー
ル高値を予防・改善する
食事のポイントについて

２月16日（木）
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　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。


