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市の電子メール（e-mail）アドレス　kitakami@city.kitakami.iwate.jp
市のホームページ　http://www.city.kitakami.iwate.jp/
北上市メールマガジン「鬼のたより」（パソコン版）好評発行中!!
申し込みは北上市ホームページからどうぞ。

いわて合同面接会2011

△
とき…８月９日(火)午後１時～５時△
ところ…いわて県民情報交流セン

ター・アイーナ△

内容…県内企業・団体との面接、企
業情報発信コーナー、就農相談コー
ナー、福祉の仕事相談コーナーなど△

対象者…一般求職者
※雇用保険の失業認定における求職活
動に該当します。

いわて地域共同就職支援センター
　　　　　　　　  ☎019-651-0415

お箏のおさらい会
△

とき…７月31日(日)午後１時30分～△

ところ…さくらホール・ミュージッ
クルーム１△

入場料…無料

阿部修声社中　　 (門脇)☎65-5196

　厚生労働省では、本年７月31日現
在で、常用労働者を１～４人雇用して
いる事業所を対象に、同調査を実施し
ます。この調査は、該当する小規模事
業所の賃金、労働時間および雇用の実
態について全国および都道府県別に明
らかにすることを目的に実施しており、
結果は小規模事業所の実態を示す資料
として最低賃金の改定審議などに使用
されています。
　調査対象となる事業所には、８月か
ら９月にかけ統計調査員が訪問し、調
査票の内容をお聞きして調査票を作成
します。
　調査票に書かれた事柄は、｢統計法｣
により厳しく秘密が守られます。また、
統計以外の目的に用いられることは禁
じられています。調査の重要性をご理
解いただき、ご回答いただきますよう
お願いします。

毎月勤労統計調査特別調査
厚生労働省大臣官房統計情報部
          　　　　    ☎03-5253-1111

　飯豊保育園　菅原加津子さん(村崎
野)からフェイスタオル30枚、スト
ロー３箱　
　南保育園　相去地区老人クラブ婦人
部からタオル35枚、クッキー40箱
　更木幼稚園　更木幼稚園ＰＴＡ基金
から壁付きタイプの扇風機３台、網戸
取り付け
　いわさき小学校　菅野正人さん(神
奈川県小田原市)から植樹・図書購入
のため100,000円

地域若者サポートステーション

　働くことについて悩みを抱えている
若者の皆さん(おおむね15～39歳)が就
労に向かえるよう、専門家によるさま
ざまなサービスを提供しています。△

問い合わせ…電話または電子メール
(mail@morisapo.jp)でもりおか・いわ
て若者サポートステーションへ

もりおか・いわて若者サポートステ
ーション　　　     ☎019-625-8460

歴史・文化講座｢青空法話｣

△

とき…７月30日(土)午前10時～正午△

ところ…国指定重要文化財｢多聞院
伊澤家｣｢久那斗神社里宮｣△

内容…中尊寺貫首・山田俊和師によ
る法話｢｢正法を授かる｣緒

し ょ ぶ つ ま ち ょ う の に わ

沸摩頂之場｣

和賀地区交流センター　☎72-2215 相続登記の相談は司法書士へ

△

とき…８月１日(月)～31日(水)△

ところ…県内の各司法書士事務所
※土日を除く。各司法書士事務所によ
り休みが異なります。事前に問い合わ
せください。△

内容…相続に関する相談△

相談料…無料
無料相談電話
☎0120-823-815(午前10時～午後１時)
※８月15日(月)・16日(火)を除く。

岩手県司法書士会 ☎019-622-3372

立川志の輔チャリティー落語会

　ＮＨＫ｢ためしてガッテン｣でおなじ
みの志の輔さんが、沿岸被災地応援の
ため来県し、北上でも口演します。△

とき…８月９日(火)午後２時30分～
４時△

ところ…さくらホール・中ホール△

入場料…500円(義援金として)
※チケットは７月25日(月)から、さく
らホールで販売します。

さくらホール　　　      ☎61-3500

竹柏会｢心の花｣全国大会

△

とき…８月27日(土)午後１時～４時△

ところ…日本現代詩歌文学館△

内容…民俗学者・赤坂憲雄氏による
記念講演、俵万智氏らによる研究発表
｢北の短歌 啄木・賢治・修司を読む｣△

定員…70人(先着順)△

入場料…無料△

申し込み…住所、氏名を往復はがき
の返信あて先に記入し(〒024-0004村
崎野13-81-11豊泉あて)で同事務局へ

同事務局
(日本現代詩歌文学館内) ☎65-1728
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※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

岩手県障がい者技能競技大会
チャレンジいわてアビリンピック
岩手高齢・障害者雇用支援センター
☎019-654-2081   　019-654-2082△

とき…９月11日(日)午前９時～午後
３時△

ところ…県立産業技術短期大学校△

競技種目…①パソコン(ワープロ・
表計算)②洋裁③縫製④ビルクリーニ
ング⑤裁縫⑥木工⑦喫茶サービス△

参加資格…23年４月１日現在15歳
以上の障害者手帳所持者で県内に居住
または県内の事業所などに在籍する人△

申し込み…８月24日(水)までに同セ
ンターへ

ＦＡＸ

公共職業訓練・基金訓練

①公共職業訓練・ＯＡ介護科(ホーム
ヘルパー２級講習、ワード、エクセル)△

とき…８月30日(火)～11月29日(火)△

ところ…北上高等職業訓練校
②基金訓練・経理事務科△

とき…９月１日(木)～12月26日(月)△

ところ…パソコンスクールアールＡ▲

対象…①ハローワークへの求職手続
き者②次のすべてを満たす人－(1)ハ
ローワークへの求職申込者(2)訓練期
間中、雇用保険を受給できない人(3)
ハローワークの受講勧奨を受けた人▲

定員…各20人(選考)▲

受講料…無料(テキスト代自己負担)▲

申し込み…①８月３日(水)②17日
(水)までに同ハローワークへ
※訓練期間中、雇用保険を受給できな
い人で一定要件を満たす人には訓練・
生活支援給付金が支給されます。

はじめてのパソコン入門コー
ス講座

△

とき…８月１日～29日の月曜日(全
４回、15日を除く)午後２時～４時△

ところ…生涯学習センター△

定員…10人(予約制)△

参加料…1,000円(テキスト代)△

申し込み…電話で同ＮＰＯ法人へ

NPO法人デジタルネットワークいわて
 　　　　　　　　　　　  ☎63-2256

北上市詩歌の森公園文化村祭り
展示作品・出演者
同実行委員会 (黒沢尻西地区交流セン
ター内)　　　　  　　　  ☎64-0931

展示部門△

展示期間…10月１日(土)・２日(日)
午前10時～午後５時(２日は午後３時)△

ところ…黒沢尻体育館△

対象…市内在住または通勤する人
出演部門△

とき…①10月１日(土)午前９時30分
～午後２時30分②２日(日)午前10時～
午後３時30分△

ところ…①日本現代詩歌文学館講堂
②詩歌の森公園内ステージ△

対象…①市内在住者②どなたでも▲

申し込み…８月５日(金・必着)まで
に電話で同交流センターへ

市民の見た ｢世界遺産｣ 写真・
絵画展
北上ユネスコ協会   (村田)☎64-1409

　９月17日(土)～19日(月)にさくら野
百貨店多目的ホールで開催する特設展
示｢平泉世界遺産登録おめでとう！｣展
への出品作品を募集します。△

応募規定…ワイドまたは四つ切り
(パネルまたは額装)を基本に自由とし
ます△

申し込み…９月５日(月)までに申込
書と作品を同協会へ
※写真、絵画の搬入は事務局からご連
絡します。作品の返却は作品展最終日
に行います。

(財)岩手県遺族連合会 　　　　　　
　　 　　　　　　 ☎019-651-8411　

戦没者の眠る地へ赴いて慰霊追悼し、
現地の人々と友好親善を深める同事業
へ参加する戦没者遺児を募集します。△

実施地域…モンゴル、フィリピン、
東部ニューギニア、中国など

戦没者遺児による慰霊友好親
善事業

｢シニア運動｣教室
△

とき…９月１日(木)～毎週木曜日、
午前10時～正午△

ところ…和賀農村環境改善センター△

対象…おおむね60歳以上の人△

定員…30人(先着順)△

受講料…2,000円／月△

申し込み…同ＮＰＯ法人へ

ハローワーク北上    　　 ☎63-3314

ＮＰＯ法人フォルダ 　　 ☎63-2359

自衛官
自衛隊北上地域事務所    ☎63-6736△

募集種目…①航空学生②一般曹候補
生③自衛官候補生△

応募資格…①高卒(見込み含む)21歳
未満②③18歳以上27歳未満△

受付期間…８月１日(月)～９月９日
(金)△

試験日…①９月23日(金・祝)②17日
(土)③男子17日(土)、女子28日(水)△

試験会場…①②花巻・北上地区③男
子＝花巻・北上地区、女子＝陸上自衛
隊岩手駐屯地
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６月のデータ
※ 【　】 内の数字は前月末（５月３１日現在）との比較
　 （　） 内の数字は平成23年１月からの累計です

●世帯数
●人口
●男
●女

■交通事故など 
　人身事故
　死亡
　負傷
　物損事故
　飲酒運転検挙者

■火災
　発生
■救急車出動件数
　交通事故
　急病
　その他

　
24件
1人
32人
144件
2人

　
（161件）
（5人）

（203人）
（1,272件）
（7人）

　
 4件

18件
123件
52件

　
（28件）

（133件）
（927件）
（405件）

34,506
93,420
45,659
47,761

世帯

人
人
人

【＋28】
【  －1】
【－23】
【＋22】

憩いの森ウオーキング
憩いの森管理事務所       ☎64-7447△

とき…８月６日(土)午前９時、憩い
の森管理事務所集合△

参加料…200円(小学生以下は無料。
ただし、保護者同伴とします）△

持ち物…雨具、帽子、タオル、軍
手、水筒、長袖、長ズボンの歩きやす
い服装など△

申し込み…８月４日(木)までに同事
務所へ(月曜日を除く)

展勝地開園90周年記念   第20回みち
のく民俗村まつり実行委員会　　　
　　　  (事務局・博物館)☎64-1756

みちのく民俗村まつりでの古
民家利用団体

　９月３日・４日開催の民俗村まつり
で、民俗村の古民家を利用し、体験教
室や日ごろの活動を披露しませんか。△

とき…９月４日(日)午前９時～午後
４時　※まつり２日目　△

対象…市内の団体△

定員…２団体(選考)△

申し込み…８月５日(金)までに電話
で博物館へ
※当日の民俗村への入村料、民家利用
に伴う使用料は無料です。

助産師によるプレママ＆ママ応援サロン

まんまるお月さま

△

とき…８月６日(土)午後２時～４時△

ところ…さくらホール・さくらの間△

内容…母乳の不思議とコツを学ぼう△

参加料…500円△

申し込み…不要

お産と地域医療を考える会
 　　　　(八重樫)☎090-4044-8119夏期スポーツ教室

(財)北上市体育協会      　☎67-6720
①シニア軽運動教室　　　△

とき…８月18日(木)、25日(木)、９
月８日(木)、15日(木)午前10時30分～
11時30分
②ソフトバレーボール△

とき…８月17日(水)、24日(水)午後
７時15分～８時45分
③ショートテニス△

とき…８月19日～９月16日の毎週
金曜日、午前10時～11時45分
④インラインスケート△

とき…８月20日(土)・21日(日)午前
10時～正午(２日間)▲

ところ…①②③北上総合体育館④北
上総合運動公園▲

対象…①60歳以上②③高校生以上
④小学生以上▲

定員…①②③30人④25人(各先着順)▲

参加料…①１回350円②２回600円、
１回350円③５回1,500円、１回350円
④600円(両日分)▲

申し込み…①②③２日前④８月13
日(土)午後１時までに同協会へ

体協塾
(財)北上市体育協会      　☎67-6720△

とき…①８月24日～11月16日の水
曜日(全８回)午後４時30分～６時②８
月25日～11月17日の木曜日(全８回)
午後４時30分～６時△

ところ…北上総合体育館、黒沢尻体
育館△

内容…ストレッチ、ドッヂビー、マ
ット運動、縄跳び、各種スポーツなど△

対象…①市内の小学３・４年生②市
内の小学１・２年生△

定員…各20人(抽選)△

参加料…2,400円(８回、保険料含む)△

申 し 込 み … ８ 月 1 4 日 ( 日 ) ま で
に、規定の申し込み用紙をファクス
(67-6721)、郵送(〒024-0051相去町高
前檀27-36)または直接同協会へ

ふるさと北上応援寄附
財政課                                3315内線

　皆さんからの寄付をまちづくり事業
に活用する、ふるさと納税制度です。△

寄付を活用する事業…①展勝地公園
などの整備②安全な教育環境づくり③
企業の新分野への進出支援など産業の
基盤づくり④心に残る原風景を守り育
てる景観づくり⑤子育てや高齢者にや
さしい環境づくり⑥民俗芸能の継承・
保存活動⑦自然環境の保全や地域づく
り⑧市長におまかせ
※寄附者には市広報紙の送付(年４回)、
5,000円以上の寄附には、翌年のみち
のく芸能まつり｢トロッコ流しと花火
の夕べ｣観覧席券２人分を進呈。
※税制上の優遇措置(寄附金控除)が受
けられます。　△

申し込み…同課へ

花プランターをお譲りします
スポーツ振興課　                 3700内線

　インターハイを彩った花を、引き続
き育てていただくフラワーサポーター
を募集します。プランターに植えた花
を各家庭で育て、北上を花いっぱいの
まちにしましょう。△

配布日…８月９日(火)～12日(金)午
前９時～午後３時△

配布場所…北上総合体育館南側特設
会場△

配布予定数…プランター約1,000個△

花の種類…マリーゴールド、サルビ
ア、ベゴニア
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※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

８月の各種相談 悩みごと、分からないこと相談して

民俗芸能公演
夏油温泉かがり火公演
７月30日(土)、８月20日(土)
　　　　午後７時30分　岩崎鬼剣舞
鬼の館　　　 　　　      ☎73-8488
８月14日(日)午後１時 　岩崎鬼剣舞

△

とき…８月４日(木)午後１時～４時
(午後０時30分～３時30分受け付け)△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

内容…求人企業と求職者との個別面
談、公共職業安定所などによる就職相談

北上・花巻地域合同就職ガイ
ダンス
北上雇用対策協議会
　　　　　(工業振興課内) 　　3343内線

　同遺跡は今から1100年ほど前に土
器を作っていた村の跡です。家の跡、
土器を作った工房跡、土器を焼いた窯
跡などが見つかっています。△

とき…７月30日(土)午前10時～(雨
天決行)△

ところ…同遺跡発掘調査現場(大堤
幼稚園の東隣)

運転免許証の更新手続き期限

　東日本大震災に伴う特別措置により、
運転免許証の有効期限が延長されてい
る人(震災時に岩手県に居住し、有効
期限の末日が23年３月11日～８月30
日までの人)は、８月31日までに更新
手続きをする必要があります。余裕を
持って早めに手続きをしてください。
８月31日を経過した場合は免許が失
効しますので注意してください。△

問い合わせ…盛岡運転免許センター
(☎019-606-1251)へ

生活環境課                 3415・3416内線

　８月になると、水田で米の品質を落
とす斑点米カメムシの防除が始まりま
すが、近年、各地でこの防除に関連す
ると思われるミツバチの死亡事例が発
生しています。
　斑点米カメムシの防除に当たっては、
水稲生産者とミツバチ飼養者などで、
事前に農薬散布に際しての注意事項や
巣箱の異動などについて十分話し合い、
被害の防止に努めてください。
　なお、地域の防除時期などの詳細は、
最寄りの農業改良普及センター、ＪＡ
に問い合わせください。

斑点米カメムシ防除とミツバ
チへの被害防止

埋蔵文化財センター　　  ☎65-0098

農政課                     　　     5116内線

高前壇Ⅱ遺跡
発掘調査現地説明会

８月は｢道路ふれあい月間｣
～８月10日は｢道の日｣～

　道路路肩の草刈りや処理など、安
全で快適に道路を使えるよう皆さん
のご協力をお願いします。穴ぼこや
危険な箇所など発見した場合はご連
絡ください。　　　   
　   　道路環境課  内線   4215～4217

教育文化施設の休館
　夏の節電対策の一環として、次の
教育施設の休館日を追加します。
生 涯 学 習 セ ン タ ー： ８ 月13日(土)、
14日(日)、９月23日(金・祝)
博物館：８月22日～９月12日の毎
週月曜日、９月20日(火)
日本現代詩歌文学館：８月22日～
９月26日の毎週月曜日
鬼の館：８月22日～９月12日の毎
週月曜日、９月20日(火)、26日(月)

U R L

　人権相談・行政相談は午前 10 時～午後３時、婦人相談・家庭児童相談は
　午前９時 15 分～午後４時
　場所の記載のないものは本庁舎４階相談室が会場
　○人権相談　８月１日(月)・15日(月)・22日(月)・29日(月)
　○行政相談　８月１日(月)・15日(月)
　○消費生活相談　毎週月・水・金曜日、午前９時～午後３時45分
　　※商品・契約トラブル・多重債務など

　○婦人相談　月～金曜日(祝日を除く)　☎64-7573／子育て支援課
　○家庭児童相談　月～金曜日(祝日を除く)　☎64-7574／子育て支援課
　○少年相談出張所　｢ほっとスペース｣毎週火曜日、午後３時30分～６時30分
　　｢おしゃPa！｣毎週金曜日、午後３時～５時30分／生涯学習センター

    ※次の相談は電話予約制
　○法律相談　８月11日(木)・18日(木)・25日(木)  ☎64-2111 内線  3414
　○多重債務者弁護士相談　８月24日(水)　☎65-2731／北上地区合同庁舎 
　○外国人に関する相談会　８月25日(木)　☎63-4497／国際交流ルーム　


