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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。

　飯豊保育園　鈴木栄子さん(村崎野)
からぞうきん79枚
　市　戸来文弥さん(和賀町横川目)か
ら鬼剣舞の鬼面４個○三菱製紙(株)北
上事業本部から2012年版点字付きカ
レンダー100部○医療法人社団敬和会
から北上市地域福祉基金として100万
円○(株)東芝ＣＳＲ推進室から企業の
森活動に関する協定書に基づく森林整
備活動として89,376円

教え
て！

教え
て！

正しい知識で安心生活正しい知識で安心生活

消費生活博士消費生活博士消費生活博士消費生活博士

消費生活に関する相談は
北上市生活環境課市民生活係

☎64－2111　　3413・3414

消費生活に関する相談は
北上市生活環境課市民生活係

☎64－2111　　3413・3414内
線

商品・契約トラブル、多重債務など

保証人と連帯保証人

　　保証人と連帯保証人の違いはな
んですか。　

　　保証人とは、債務者が債権者と
の契約を守らない場合に、債務者に
代わって契約の責任を負うことを債
権 者 と 約 束 し た 人 の こ と で す 。 ア
パートを借りる人の保証人になった
ら、借主が家賃を払わなかった場合、
代わりに家賃の支払いをしなければ
なりません。｢絶対に迷惑を掛けない
から｣と頼まれて保証人になった場合
でも、責任を免れません。
　保証人と連帯保証人の違いは、債
権者から請求されたときに表れます。
保証人であれば｢まずは債務者本人に
請求してほしい｣などと主張できます
が、連帯保証人はそれができません。
債権者から請求されれば、それを拒
むことはできないのです。
　保証人を頼まれたら、どのような
契約について、どのような保証をす
るのか、自分は責任を負うことがで
きるのかなどを冷静に検討する必要
があります。安易に保証人を引き受
けることはやめましょう。

新春講演会

△

とき…１月17日(火)午後３時～４時
45分△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

内容…DOWAホールディングス(株)
相談役・𠮷川広和氏による講演｢壁を
壊す－創造・変化・破壊の経営－｣△

入場料…無料

正しい操作で安全除雪!!

　毎年、雪のシーズンになると除雪機
による事故が多発しています。除雪機
を使う際には、次の点に注意して操作
しましょう。
○作業を行う前に、必ず取扱説明書を
よく読んで、正しい使い方を理解しま
しょう
○雪詰まりを取り除くときは、必ずエ
ンジンを停止し、回転部が完全に停止
してから作業を行いましょう
○発進時は、転倒したり、挟まれたり
しないよう、足元や後方の障害物には
十分注意しましょう
○除雪作業中は、雪を飛ばす方向に、
人や車・建物がないことを確認しまし
ょう。また、除雪機の周りには絶対に
人を近づけないようにしましょう

 社団法人日本農業機械工業会
 除雪機安全協議会  ☎03-3433-0415

盛岡地方法務局(本局)庁舎移
転のお知らせ

　盛岡地方法務局(本局、登記部門)は
12月26日(月)から、全ての業務を盛岡
第２合同庁舎(盛岡駅西通り一丁目９
番15号)３・４階に移転します。

同局総務課        　☎019-624-1141
北上工業クラブ  　　      ☎66-3000

お産と地域医療を考える会
　　       (八重樫)☎090-4044-8119

一般社団法人日本電機工業会
                   　　 ☎03-3556-5887

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…１月14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

洗濯機で指をけがする事故に
ご注意ください

　洗濯・脱水槽が完全に止まる前に洗
濯物を取り出そうとすると、衣類が指
に絡まり大けが(時には指を切断)をし
ます。ゆっくりした回転でも危険です。
洗濯・脱水槽が確実に停止してから洗
濯物を取り出してください。
　また、脱水途中にフタを開けても
15秒以内に洗濯・脱水槽が止まらな
いときや、フタロックが解除されても
(脱水終了音が鳴っても)洗濯・脱水槽
が止まらないときは、故障のおそれが
あり危険です。速やかに購入した販売
店または同会へご相談ください。
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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。

珠算能力検定試験

△

とき…２月12日(日)△

ところ…北上商工会館△

申し込み…１月５日(木)までに、申
込書に受験料を添えて同会議所へ

(社)岩手県農業公社 ☎019-623-9390

東北森林管理局国有林モニター係　
　　　　　　  　   ☎018-836-2274

24年度国有林モニター
△

内容…アンケートへの回答、現地見
学会・モニター会議への出席など△

任期…４月～26年３月(２年間)△

申し込み…１月４日(水)～31日(火)
の間に同モニター係へ

ＮＰＯ法人ひびきの会
(小笠原)☎080-5229-2626　　 61-5036 ＦＡＸ

△

とき…１月20日(金)午前10時～午後
３時△
ところ…生涯学習センター△
対象…聴覚障がい者、難聴者、聴覚

障がい者と交流したい人△

参加料…700円(昼食代含む)

聴覚障がい者への日常生活雑
貨の紹介

福祉の仕事地域就職フェア

△

とき…１月22日(日)午後１時～４時△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

内容…面接対策講座(13:00～)、参
加施設・事業所ＰＲタイム(14:00～)、
採用担当者との個別面談形式による求
人案内など(14:30～)、ジョブカフェ
さくらによる履歴書記入指導△

参加料…無料
※失業認定の求職活動に該当します。

岩手県福祉人材センター
　　　　　　　　　☎019-637-4522

いわて就職ガイダンス
(財)ふるさといわて定住財団　                          
                          ☎019-653-8976

諄子美術館　　　　 ☎　　63-2441

新農業人フェアinいわて

△

とき…１月７日(土)午前11時～午後
３時△

ところ…いわて県民情報交流センタ
ー・アイーナ(盛岡市)△

内容…新たに農業を始めるための情
報提供、個別相談△

対象…新規就農・Ｕターン・農業法
人への就業や研修・農業体験を希望し
ている人、農業や農村に興味のある人、
農業参入を希望している企業など△

参加料…無料(自由に参加できます)

北上商工会議所  　　      ☎65-4211

△

とき…１月15日(日)午後０時30分～
４時30分(午前11時30分～午後４時受
け付け)△

ところ…ホテルメトロポリタン盛岡
ニューウイング△

内容…参加企業による企業説明、参
加団体による各職業相談、参加市町村
による地域生活情報など△

対象…平成25年３月卒業予定の大
学院、大学、短大、高専、専門・専修
学校の学生

本田健さんと一緒に鉛筆(チャ
コールペンシル)で絵を描こう

　世界的に活躍している画家・本田健
氏から絵の描き方を学びます。△

とき…１月７日(土)午前９時30分～
午後２時30分△

ところ…同美術館(おでんせプラザ
ぐろーぶ５階)集合△

対象…小学生以上(保護者同伴であ
れば幼児も可)△

定員…30人(先着順)△

参加料…1,000円(材料代など)△

申し込み…12月28日(水)までに、住
所・電話番号・氏名(ふりがな)・年
齢・学年を電話(63-2441または及川
090-9635-0303※午前中の受け付け)
またはファクスで同美術館(月・木曜
日は休館)へ

教育ローンコールセンター
　　　　　　　　　 ☎0570-008656

国の教育ローン

　同制度は高校、大学、短大、専修学
校、各種学校などに入学・在学する子
を持つ保護者が利用できる制度です。
５月から制度を拡大し、大規模震災に
より被災した人に対する災害特例措置
が始まりましたのでご活用ください。△

対象…高校、大学などに入学・在学
する学生の保護者で、①世帯の年間収
入(所得)が条件に当てはまる人②世帯
の年間収入(所得)が990万円(770万円)
以内であって特例用件に該当する人
(東日本大震災被災者も該当します)△

貸付限度額…学生１人300万円以内△

返済期間…15年以内。交通遺児家
庭・母子家庭・災害特例措置対象者は
18年以内△

利率…年2.85％、母子家庭・災害特
例措置対象者は年2.45％、災害特例措
置対象母子家庭は年2.05％△

問い合わせ…同コールセンターへ

ＦＡＸ
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11 月のデータ
※ 【　】 内の数字は前月末（１０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

　
25件
0人
32人
176件
4人

　
（276件）
（9人）

（339人）
（2,086件）
（23人）

　
 0件

25件
148件
73件

　
（40件）

（272件）
（1,722件）
（766件）

34,685
93,568
45,728
47,840

世帯

人
人
人

【＋38】
【＋25】
【＋  7】
【＋18】

(財)全国中小企業取引振興協会
☎03-5541-6688　　 03-5541-6680

北上市防犯まちづくり基本計
画(案)に対する意見

　市では、｢北上市防犯推進条例｣に基
づき、安全で安心なまちづくりを総合
的かつ計画的に推進するため、基本計
画の策定に向けて検討を進めてきまし
た。このたび、計画素案を策定しまし
たので、素案に対する皆さんのご意見
を募集します。今後、お寄せいただい
たご意見を考慮してさらに検討を行い、
本年度中に計画を策定する予定です。△

募集期間…12月26日(月)～１月16
日(月)△

閲覧・入手方法…見直し(素案)は、
市のホームページ、同課(本庁舎４階)、
本庁舎市民ロビー、江釣子・和賀庁舎
民生係で閲覧・入手できます△

提出方法…住所、氏名(団体の場合
は名称、代表者名)を記入し、郵送
(〒024-8501住所記載不要)、ファクス
(64-2173)または電子メール(seikatsu@
city.kitakami.iwate.jp)で同課へ
※提出いただいた意見の概要とその意
見に対する市の考え方などについて、
市のホームページで公表します。ただ
し、類似の意見は適宜整理の上まとめ
て公表することがあります。なお、ご
意見に対する個別の回答はしませんの
でご了承ください。

下請中小企業震災復興特別商
談会

△

とき…３月14日(水)午後１時～５時
30分△
ところ…ホテルメトロポリタン盛岡

ニューウイング△

参加資格…青森県、岩手県、宮城県、
福島県、茨城県、栃木県、千葉県に工
場などを有する下請中小企業△

定員・参加料…180社(先着順)・無料△

申し込み…１月10日(火)～２月９
日(木)の間にファクス、電子メール
(torihikiassen@zenkyo.or.jp)、専用ホ
ームページ(http://www.zenkyo.or.jp/
syodankai-iwate/)から同協会へ

　

１月29日(日)開催の同まつりで行う、
雪像コンテストの参加者を募集します。△

制作期間…１月27日(金)～28日(土)△

ところ…ふるさと体験館｢北上｣△

内容…あらかじめ準備する雪柱(縦
180cm×横180cm×高さ180cm)を加
工。テーマなどは自由です。スコップ
などの道具は各自準備してください。
カラースプレーは使用できません△

対象…家族、職場の仲間やサークル
など(性別・年齢・人数は自由)△

定員…８団体(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…１月13日(金)までに電話、
ファクスまたは電子メール(waga-kc@
wtv-net.jp)で同センターへ
※上位３チームに賞品を贈呈します。

第９回ふるさと雪っこまつり
雪像コンテスト参加者

博物館　　   　　 　       ☎64-1756

生活環境課                           3416内線

北上太極拳同好会事務局 ☎66-2452

年中行事再現｢ミズキダンゴづくり｣

△

とき…１月14日(土)午前10時～正午△

ところ…みちのく民俗村△

内容…小正月行事のミズキダンゴづ
くりの再現、もちの試食△

参加料…大人200円、小中学生100
円(材料代)△

申し込み…１月12日(木)までに博物
館へ

子育て支援センター行事

はじめてのママのおしゃべりサロン△

とき…１月30日(月)午前10時30分～
正午△

対象…２～15カ月の子と母親△

定員…10組(先着順)
人形劇サークル｢ゆめのたね｣公演△

とき…１月31日(火)午前10時30分～△

対象…１歳以上の子と保護者
※託児はありませんので、お話を聞い
たり見たりできる子であれば年齢は問
いません。△

観劇料…１組100円▲

ところ…生涯学習センター和室▲

申し込み…同支援センターへ

大通り保育園地域子育て支援センター
　　    　  　    　　　　　☎63-2118

和賀地区交流センター
                  　　　  ☎  　 72-2215ＦＡＸ

ＦＡＸ

初心者の武術太極拳

△

とき…１月12日(木)～毎週木曜日、
午後１時30分～３時30分△

ところ…サンレック北上△

会費…月額2,500円、入会金1,000円△

持ち物…上履き、水、動きやすい服△

申し込み…１月10日(火)までに同事
務局へ

展勝地マイスター養成塾

△
とき…１月14日(土)～31日(火)の間

の５回△

ところ…展勝地レストハウスほか△

定員…10人(先着順)△

受講料…2,500円(テキスト代)△

申し込み…１月６日(金)～12日(木)
の間に所定の応募用紙を(株)展勝地へ
※北上市の委託事業です。

(株)展勝地　　  　　　　 ☎64-2110
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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。

　時間は午前 10 時～午後３時、消費生活相談・年金相談は午前 9 時から
　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　１月16日(月)・23日(月)・30日(月)
　○行政相談　１月16日(月)
　○消費生活相談　毎週月・水・金曜日(午後３時45分まで)
　　※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   ｢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　１月12日(木)・19日(木)・26日(木)   ☎64-2111 内線  3414
　○多重債務者弁護士相談　１月25日(水)　☎65-2731／北上地区合同庁舎 
　○外国人に関する相談会　１月26日(木)　☎63-4497／国際交流ルーム

１月の各種相談 悩みごと、分からないこと相談して

北上市議会議員選挙は３月25
日が投票日です

　任期満了に伴う北上市議会議員選挙
を次により行います。△
告示日…平成24年３月18日(日)△
投票日…平成24年３月25日(日)

※期日前投票および不在者投票は３月
19日(月)～24日(土)です。△

議員定数…26人△

立候補予定者説明会…平成24年２
月３日(金)午後１時30分から、市役所
本庁舎５階会議室で行います。

　市が差し押さえた動産をインター
ネット上で公売します。参加受け付け
は１月６日(金)午後１時～20日(金)午
後11時の間です。参加方法・公売方
法は市のホームページをご覧ください。
インターネット公売物件の下見会△

とき…１月13日(金)午前９時～午後
３時 △

ところ…本庁舎５階第２会議室

差し押さえ物件の公売
収納課　　　   　　　  3332～3336内線

　平成24年２月１日を基準日として
経済センサス活動調査が実施されます。
　この調査は、市内全ての企業・事業
所が対象です。１月中旬ごろから調査
員が伺いますので、ご協力をお願いし
ます。

経済センサス活動調査への
ご協力をお願いします

市選挙管理委員会事務局　      3299内線

政策企画課                 3233～3235内線

工場見学へ行こう！
冬休み社会科見学ツアー
北上観光協会きたかみ観光推進室　                          
                ☎72-5245　　 72-5246△

とき…１月10日(火)午後０時30分～
４時△

行程…中央図書館西側駐車場(集合)
～(株)回進堂(奥州市)～(株)岩手ヤクル
ト工場(北上市)～中央図書館西側駐車
場(解散)△

対象…小学生以上△

定員…20人(先着順)△

参加料…大人900円、小中学生400
円△
申し込み…１月５日(木)午後４時

までに電話、ファクス、電子メール
(tour@kitakami-kanko.jp)で同推進室
へ

ＦＡＸ

被災者支援・復興支援活動の
取り組み情報
北上市沿岸地域被災者支援プロジェ
クトチーム　      　　  3595・3596

　皆さんが行った被災者支援・復興支
援の取り組みの情報を募集しています。
応募いただいた取り組みは広報紙で紹
介します。△

募集する活動…２人以上のグループ
(市民団体・地域コミュニティ－・企
業など)が行った活動
※義援金寄付・支援物資提供など具体
的な活動を伴わないもの、宗教法人の
活動、公序良俗に反する活動など趣旨
に合致しないと認められるものは除く△

応募方法…１月31日(火)までに、紹
介シートを郵送(〒024-8501住所記載
不要)、ファクス(64-1320)または電子
メール(kikaku@city.kitakami.iwate.jp)
で同プロジェクトチームへ。紹介シー
トは本庁舎総合案内と交流センターに
設置しているほか、市のホームページ
からもダウンロードできます。

内線


