
－ 200 －平成25年10月25日

９月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（８月31日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成25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

　
28件
0人
36人
151件
1人

　
（178件）
（1人）
（218人）
　（1,999件）
（20人）

　
 0件

18件
131件
53件

　
（30件）

（180件）
（1,450件）
（624件）

35,529
93,880
45,918
47,962

世帯
人
人
人

【＋21】
【＋ 2】
【＋ 9】
【－ 7】

△

貸出期間…１日(開庁日の午前９時～午
後５時)△

測定内容…空間放射線量率(μSv/時)△

範囲…市内に限る△

対象…市内に住所がある個人・団体△

貸出料金…無料△

申し込み…事前に電話で予約。申請用紙
と身分証明書のコピーを環境課へ

■定点測定結果(９月12日～10月９日)

(地上１ｍを測定。５月１日からは市役所本庁舎
を毎週月・木曜日の観測とし、和賀庁舎の観測
(月～金曜日)を開始しました。他の施設は毎月第
２水曜日を観測日としています)

農業振興課☎ 72-8238

本庁舎屋上 0.05～0.06
黒沢尻西小学校 0.06
黒岩小学校 0.07
飯豊学童保育所 0.06
竪川目運動場 0.03
江釣子小学校 0.05
北上総合運動公園 0.06
照岡小学校 0.08
口内小学校 0.09
和賀庁舎 0.05～0.06

(単位：μSv/時)

◎簡易放射線測定器を貸し出しています

　サトイモなどの野菜、ミズなどの山菜、
その他キクなど16検体については、国の
基準値(１㎏当たり100ベクレル)を超える
放射性セシウムは検出されませんでした。
　一部キノコ(３検体)については、100ベ
クレルを超えましたが、自家消費用であり、
流通はしていません。

＝市内放射線測定結果＝

※定点・市内産農産物の測定結果の詳細は、
市のホームページに掲載しています。今後も
測定を継続し、傾向を確認していきます。

(国が示した学校などの望ましい数値：１mSv/年)
(県が除染の補助対象とした数値：１μSv/時)
１mSv(ミリシーベルト)＝1000μSv(マイクロシーベルト)

環境課☎ 72-8282

■市内産農林産物の
　放射性物質簡易検査結果　　　 (９月分)

家事家計講習会

△

とき…11月12日(火)午前10時～11
時30分△

ところ…黒沢尻西地区交流センター△

内容…家計簿の説明、副食物費の付
け方と予算の立て方など△

受講料…350円(資料代含む)
※会場には託児あり。

北上友の会　　　 (渡辺) ☎64-7074

福祉のしごと地域就職フェア

　福祉施設・事業所などが個別面談方
式で採用案内や事業紹介をします。△

とき…11月８日(金)午後１時～△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

参加料…無料

岩手県社会福祉協議会　岩手県福祉
人材センター　  　☎019-601-7061

△

とき…11月２日(土)～５日(火)△

ところ…ボイス△

入場料…無料

第５回シャドーボックス(デ
コパージュ・３－Ｄ)作品展
ブルーグラス　　 (畠山) ☎64-0023

北上市社会福祉協議会    ☎64-1212

北上市内避難者作品展示会

△

とき…11月８日(金)～10日(日)午前
９時30分～午後４時30分(最終日は午
後３時まで)△

ところ…北上市総合福祉センター２
階第１・２研修室△

内容…手芸、切り絵、書道など

｢きたかみはしご酒・秋場所｣
開催！
きたかみはしご酒実行委員会
                        ☎050-3736-8453
                http://kitakamihashigo.jp△

とき…10月30日(水)午後６時～10
時△

内容…3,000円で４店舗のはしご酒。
今回から楽しさ倍増！スマートフォン
で参加店に隠された暗号を探しながら
楽しめます。当日券販売もあります。
※前売り券は北上観光コンベンション
協会、おでんせプラザぐろーぶ、江釣
子ショッピングセンターパル、きたか
み観光ＮＥＸＴ、北上コンシェルジュ、
きたかみはしご酒参加店舗で販売中。

ＵＲＬ

｢わいわい演っぺし～えんげ
き倶楽部発表会｣開催
北上市民劇場を盛り上げる会やっぺ
し事務局    (鵜目) ☎090-8617-5346
      http://www.teleblo.jp/shimingeki/

　６月から始めたワークショップ参加
者によるお芝居の稽古の成果を発表し
ます。色とりどりのお芝居をどうぞ。△

とき…11月10日(日)午前11時30分
～午後４時30分△

ところ…さくらホール大アトリエ△

入場料…無料

ＵＲＬ

ひまわりの会＆びわの会
第18回里山散策会＆芋煮会
ひまわりの会　　 (小原) ☎65-4007
びわの会　　　　 (高橋) ☎64-0008△

とき…11月９日(土)午前９時、いこ
いの森キャンプ場集合△

対象…がん患者と家族、支援者△

参加料…500円(昼食材料、保険代な
ど含む)
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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。

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!!
「北上市公式Fecebook（フェイスブック）」試験運用中!!
どちらも申し込みは北上市ホームページから登録できます。

女子ソフトボールチーム員
北上レッズ
　　　　　(紺野) ☎090-2956-0848
　　　　　(澤田) ☎090-9422-4838

　ソフトボールに興味のある人、参加
したい人を募集しています。△

申し込み…電話で同団体へ

車両系建設機械運転技能講習
(機体重量３㌧以上)

△

とき…11月12日(火)・13日(水)学科
＝12日午前８時～午後５時10分、学
科・実技＝13日午前８時～午後５時△

ところ…北上高等職業訓練校△

対象…大型特殊自動車免許を持って
いる人、不整地運搬車運転技能講習を
修了した人、大型・中型・普通自動車
免許を持っている人は特別教育終了後、
３カ月以上３㌧未満の整地・運搬・積
み込み・掘削用建設機械の運転の業務
従事をした人(運転経験証明書必要)△

定員…20人(先着順・定員に満たな
い場合は開講を見合わせる場合あり)△

受講料…32,550円(別途テキスト代
1,600円。会員はテキスト代を免除)△

申し込み…11月１日(金)までに申込
書を記入し受講料、テキスト代、所持
する自動車運転免許証・修了証のコ
ピー、写真２枚(30×24mm、裏面に
氏名を記入)を添えて同協会へ
※修了証は学科、実技試験両方に合格
した人に交付します。

職業訓練法人北上職業訓練協会
 　　　　 ☎81-5577  　　81-5578ＦＡＸ

秋期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

①ショートテニス△

とき…11月６日(水)、13日(水)、20
日(水)、27日(水)午後７時15分～８時
45分
②バドミントン・ラージボール卓球△

とき…11月７日(木)、14日(木)、21
日(木)、28日(木)午前10時～11時45分
③ショートテニス△

とき…11月１日～12月20日までの
金曜日(全８回)午前10時～11時45分▲

ところ…①③北上総合体育館②黒沢
尻体育館▲

対象…高校生以上▲

定員…30人▲

参加料…①②４回1,200円、１回
350円③８回2,400円、１回350円▲

申し込み…各開講日の２日前までに
同協会へ

　条例策定の参考とするため、県民の
皆さんから意見を募集します。資料は
県庁行政情報センター、各地区合同庁
舎行政情報サブセンター、県庁県民
室、県立図書館で閲覧できるほか、県
のホームページでもご覧いただけま
す。△

提出方法…10月31日(木・必着)ま
でに、郵送(〒020-8570住所不要)、
ファクス、電子メール(AA0001@pref.
iwate.jp)で同室へ
※電話による意見はお受けできませ
ん。

｢平泉世界遺産の日条例(仮
称)｣についてのパブリック・
コメント
岩手県政策地域部政策推進室
☎019-629-5195　   019-629-5254

移動あそびのひろば
大通り保育園地域子育て支援センター
　　　　　　　　　　　 ☎63-2118
江釣子保育園地域子育て支援センター
　　　　　　　　　　　 ☎77-3920△

とき…11月20日(水)午前10時～11
時30分△

ところ…黒沢尻北地区交流センター△

内容…｢ゆめのたね｣人形劇公演△
対象…１歳以上の未就園児と親△
定員…30組(先着順)△

申し込み…10月31日(木)～11月18
日(月)の間に大通り保育園地域子育て
支援センターへ
※次回は12月18日(水)を予定していま
す。

　北上市を訪れる観光客の満足度を高
めるため研修会を行います。△

とき…11月12日(火)・13日(水)午後
２時30分～４時△

ところ…日本現代詩歌文学館△

対象…タクシー業者、市内観光施設、
公共施設、宿泊施設、飲食店および商
業施設、市民△

参加料…無料△

申し込み…同推進室へ

北上観光おもてなし向上現地
研修会
北上観光コンベンション協会
きたかみ観光推進室　　 ☎72-5245

イイ歯デー無料テレホン相談
11月８日(金)午前10時～午後７時

☎019-651-7341
岩手県保険医協会歯科部会

市内の情報満載！エフエム岩手
ふるさと元気隊ＭＯＮＤＡＹ
｢北上さくら咲クラジオ｣

ＦＡＸ

　毎週月曜日午後３時～３時55分まで
｢さくらホールスタジオ｣から生放送し
ています。
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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/

○人権相談(市民課☎72-8202)△

とき…11月11日(月)、18日(月)、25日(月)
午前10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○行政相談(市民課☎72-8202)△

とき…11月18日(月)午前10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○消費生活相談
　(北上市消費生活センター☎72-8203)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)、午前８時
30分～午後５時15分△

ところ…同センター(本庁舎１階で受け付け)

○婦人相談(子育て支援課☎64-7573)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)、午前９時
15分～午後４時△

ところ…同課

○家庭児童相談(子育て支援課☎64-7574)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)、午前９時
15分～午後４時△

ところ…同課

○青少年悩みごと相談
　(北上市少年センター☎72-8302)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)、午前10時
30分～午後５時△

ところ…生涯学習センター

※次の相談は電話予約制
○法律相談(市民課☎72-8202)△

とき…11月14日(木)、28日(木)△

ところ…本庁舎４階相談室

○多重債務者弁護士相談(市民課☎72-8203)△

とき…11月21日(木)△

ところ…本庁舎４階相談室

○外国人に関する相談会
　(北上市国際交流ルーム☎63-4497)△

とき…11月28日(木)午後３時～６時△

ところ…同ルーム

悩みごと、分からないこと相談して
11月の各種相談
 

北上市高齢者介護セミナー
｢認知症｣について学びません
か？

　権利侵害を受けやすい認知症高齢者
への理解を深めることを目的にセミ
ナーを開催します。△

とき…11月15日(金)午後１時30分
～午後４時(開場午後０時45分～)△

ところ…さくらホール中ホール△

内容…①基調講演｢認知症ワールド
初級入門編｣②寸劇｢認知症でも大丈夫
～正しく知ってみんなで支えよう～｣
③報告｢高齢者が被害に遭う犯罪概要
について｣△

定員…450人(先着順)△

参加料…無料△

申し込み…11月13日(水)午後５時ま
でに同センターへ

地域包括支援センター 　☎72-8221

年中行事再現｢コト八日｣

　疫病よけのまじないの札を作り、園
内民家の門口に設置します。△

とき…11月２日(土)午前10時～11
時

▽ところ…みちのく民俗村民俗資料館
集合△

参加料…無料△

申し込み…前日までに電話で同館へ

博物館                         ☎64-1756

北上市民社交ダンス基礎講座

△

とき…11月20日(水)、23日(土・祝)、
24日(日)、25日(月)、28日(木)午後７
時30分～９時△

ところ…さくらホール大アトリエ△

種目…ルンバ、ジルバ、ワルツ△

受講料…1,000円(終了パーティー費
含む)△

持ち物…上履き(長靴・ブーツ不可)△

申し込み…同同好会へ

北上市民ダンススポーツ同好会
　　　　　　　　 (伊藤) ☎64-2206

△

とき…11月７日(木)午前10時～正午△

ところ…黒沢尻西地区交流センター△

受講料…300円(花材1,200円は別途)△

持ち物…はさみ△

申し込み…同会へ

震災復興支援フラワーアレン
ジ教室｢晩秋の山里｣
しらゆり会　　　 (佐藤) ☎66-5042

△

とき…11月６日(水)、13日(水)、20
日(水)、27日(水)、12月４日(水)、11
日(水)、16日(月)、24日(火)午後１時
30分～３時△

ところ…稲瀬地区交流センターなど△

受講料…無料△

持ち物…筆記用具△

申し込み…同協議会へ

稲瀬町の歴史遺産のガイドボ
ランティア養成講座
稲瀬町自治協議会　 　   ☎65-2441

26年度第２期入学選考試験

△

試験日…11月23日(土・祝)△

選考方法…推薦、試験△
資格…平成26年３月に高校卒業見

込みの人または高校卒業以上の人、高
校卒業と同等以上の学力を有する人△

定員…コンピュータ・ビジネス科
50人、同・システム科50人△

申し込み…11月６日(水)～19日(火)
の間に同校へ
※募集要項がない人は連絡してくださ
い。入学選考試験は第６期まで予定。

北上コンピュータ・アカデミー
  ☎0120-16-6551     info@kca.ac.jp
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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。

おはなし会スペシャル

△

とき…11月２日(土)午前10時30分
～11時30分△

ところ…和賀図書館△

講師…サークル｢よ～める｣△

対象…幼児、小学生△

入場料…無料

中央図書館                   ☎63-3359

博物館本館一時閉館

　博物館本館を虫菌害防除作業のため
一時閉館します。みちのく民俗村は通
常通り見学できます。△

とき…11月15日(金)～21日(木)

博物館　　　　　    　　☎64-1756

秋の農作業安全運動実施中

(11月15日まで)

　秋の農繁期は、農作業事故の危険
性が高くなる時期です。事故防止を
心掛けて、安全な農作業に努めまし
ょう。
●ゆとりある計画的な作業を心掛け
ましょう
●夕暮れ時に道路を歩行または農業
機械で走行するときは、身に着ける
ものや農業機械に夜光反射材を付け
ましょう
●コンバインにワラがつまったとき
は、必ずエンジンを停止してから除
去しましょう
●誰でもエンジンを停止できるよう、
日ごろから機械のスイッチの位置を
家族で共有しましょう
●一人での作業は避け、家族には作
業場所と帰宅時刻を知らせましょう
●農業機械の転倒、機械からの転落
が発生しないように、路肩の草刈り
や路面の修繕を行いましょう

農業振興課　　☎72-8239

「慣れと油断が事故のもと
　　　いつもの作業もまず確認！」

　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。参加申し込み
受け付けは11月６日(水)午後１時～20
日(水)午後11時です。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…11月13日(水)午前10時～午
後３時△

ところ…本庁舎５階第３会議室
※公売は予告なく中止になる場合があ
ります。

差し押さえ物件の公売
収納課                         ☎72-8253

障がい者スポーツ教室

△

とき…11月８日(金)午後１時30分～
３時30分△

ところ…北上総合体育館大アリーナ△

内容…ニュースポーツ、風船バレー
ボール△

対象…市内に住んでいる障がい者ま
たは市内の障がい者団体などに所属し
ている障がい者と支援員△

参加料…無料△

申し込み…11月１日(金)までに同課
または市内各障がい者団体事務局へ

福祉課                         ☎72-8214

村長さんの写真館△

とき…11月８日(金)～14日(木)午前
10時～午後５時△

内容…相澤史郎村長が撮影した写真、
みちのく民俗村まつりの写真、村長と
交友関係のある人たちによる写真を展
示。今回は激動の幕末を生きた小原文
太郎(黒岩出身の作家・流泉小史の祖
父)と文太郎をめぐる人について紹介
村長トーク｢幕臣・小原文太郎と波乱
の江戸期｣
　流泉小史の剣豪小説には、幼少のこ
ろ祖父・小原文太郎から聞いた記憶を
モチーフにしたものが多くあります。
小原文太郎とは何者だったのか。謎に
満ちた文太郎の生涯について考えます。△

とき…11月９日(土)午後２時～△

申し込み…電話で同館へ▲

ところ…市民交流プラザ▲

入場料…無料

村長さんの写真館×村長トーク
博物館                         ☎64-1756

食育推進イベント
｢野菜の計量体験｣

　皆さんは一日350g以上の野菜を食
べていますか。野菜を計量して、食生
活を考えます。計量後に野菜の詰め
合わせを差し上げます(１家族１袋ま
で。無くなり次第終了)。△

とき…11月10日(日)午前11時～午
後１時30分△

ところ…江釣子ショッピングセン
ターパル・ジョイスタジオ△

内容…野菜の計量体験、栄養相談、
食育クイズ、ゲームなど

北上市食生活改善推進員協議会
　　　　　 (健康増進課) ☎72-8295


