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北上市役所…☎0197-64-2111(代表)本庁舎…〒024-8501(芳町1-1）

江釣子庁舎…〒024-8502(上江釣子17-201-2)和賀庁舎…〒024-0392(和賀町横川目11-160)

情報ホットラインに記事の掲載を希望する場合は、 広

報発行日(第２･４金曜日)の16開庁日前までに直接、

ファクス (0197-63-7023）、 または電子メール

（promo@city.kitakami.iwate.jp） で 都 市 プ ロ

モーション課へ。 ※紙面の都合や記事の内容により掲

載できない場合があります。

和賀川親水美化活動補助金
和賀川の清流を守る会　　　　　　　　　　

　 (事務局)環境政策課☎72-8281

　和賀川流域の良好な自然環境の保

護･保全促進のため実施する活動に

対して、費用を補助します。詳しく

は市のホームページをご覧ください。

■対象活動…参加者５人以上で行う

次の活動①河川および河川敷の清掃

活動②水生生物による水質調査③そ

の他、自然環境の保護･保全に関す

る活動

■対象となる活動費…講師謝金また

は物品による謝礼、調査･清掃活動

に使用する物品、資料作成費、交通

費、環境啓発看板作成費など

■補助対象者…事業所、学校、子ど

も会、各種団体など

■補助額…参加人数１人あたり

1,000円以内(上限30,000円)、講師

謝金は１時間あたり4,000円以内(上

限12,000円)

■申し込み…市のホームページから

申請書をダウンロードして必要事項

を記載の上、郵送または持参により

同事務局へ

夏油高原シャトルバス運行中！
水神温泉湯元東館　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　(髙橋)☎73-7297

　北上駅を出発し、夏油高原温泉郷

を巡る無料シャトルバスを運行して

います。ぜひご利用ください。

■運行日…５～10月の第４金･土･

日曜日

■運行時刻…(北上駅東口発)９時、

12時、15時(夏油温泉発)10時15分、

13時15分、16時15分

■利用料…無料

■時刻表…市商業観光課、北上駅観

光案内所、各温泉施設に設置してい

るほか、北上観光コンベンション協

会のホームページ(http://www.kita 

kami-kanko.jp)に掲載

消費税の軽減税率制度等説明会
花巻税務署法人課税第一部門　　　　　 

　　　　　　　　　　　☎0198-23-3410

　10月に予定されている消費税の税

率10％への引き上げに向けて、軽減

税率制度などに関する説明会を開催

します。

■とき…６月20日㈭11時～12時、13

時30分～14時30分(内容はどちらも

同じ)

■ところ…花巻税務署２階大会議室

※駐車場の台数に限りがあるので公

共交通機関をご利用ください。

■対象…事業を営む人

■定員…50人

■参加料…無料

■申し込み…６月17日㈪までに電話

で同署へ

令和元年度狩猟免許試験
岩手県環境生活部自然保護課　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-629-5371

　狩猟や有害鳥獣捕獲などを行うた

めに必要となる狩猟免許の取得試験

を行います。

■とき…①７月14日㈰９時～17時②

９月15日㈰９時30分～17時(わな猟

免許･第一種銃猟免許に限る)③12

月15日㈰９時～17時

■ところ…①西根地区市民センター

(八幡平市)②西部公民館(盛岡市)

③岩手県立大学(滝沢市)

■受験手数料…5,200円(ただし、他

の狩猟免許を所持している人は

3,900円)

■申し込み期間…①５月27日㈪～６

月28日㈮②７月29日㈪～８月30日㈮

③10月28日㈪～11月29日㈮

洪水情報を緊急速報メールで発信
国土交通省岩手河川国道事務所　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-624-3166

　国が管理する北上川で氾濫の危険

が高まったとき、緊急速報メールが

自動で発信されます。メールを受信

したら、「スマホ版 川の防災情報」

にアクセスすると雨の降り方や川の

水位が確認できます。

※右記のＱＲコード

からアクセスできます

市内産林産物の放射性物質簡易
検査結果(４月分)
農林企画課 ☎72-8237

　山菜(タラノメ、ゼンマイ、ワラ

ビ)合計４検体について検査を実施

した結果、国の基準値を超える放射

性セシウムは検出されませんでした。

過去の検査結果は市のホームページ

に掲載しています。
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トロッコ流しと花火の夕べ｢プラ
イベート花火｣募集
商業観光課 ☎72-8241

　自分だけのメッセージを添えて花

火を打ち上げませんか。特典として

当日の升席と打ち上げ証明書を進呈

します。

■打ち上げ料…①スペシャルコース

(要相談)②３万円(７号玉１発)、

５万円(８号玉１発)、10万円(７号

玉２発･８号玉１発の計３発、また

は10号玉１発)、15万円(スターマイ

ン)

■定員…10人(先着順)

■とき…８月４日㈰19時30分～

■申し込み…①は６月14日㈮、②は

７月５日㈮までに市のホームページ

掲載の様式に記入し、同課へ

北上平和記念展示館研究員募集
北上平和記念展示館　　☎73-5876

　同館の業務に関わる歴史などの調

査研究活動をサポートいただけるボ

ランティア研究員を募集します。

■活動日…月数回(都合の良い日

時)

■活動場所…同館および中央図書館

■応募資格･経験…特になし

■報酬…なし

■任期…１年間(更新可)

■申し込み…随時(問い合わせは月

･火曜日を除く10時～16時)

やさしい太極拳参加者募集
黒西地区太極拳同好会　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　（中島)☎64-6675

■とき…６月７日㈮、14日㈮、21日

㈮、７月５日㈮13時30分～15時30分

■ところ…黒沢尻西地区交流セン

ター多目的ホール

■対象…太極拳に興味のある人

■参加料…1,000円(４回分を初回

に納入)

■持ち物…運動できる服装、上履き、

飲み物

■申し込み…不要。直接現地へ

きたかみキャンペーンレディ応募
者募集
北上･みちのく芸能まつり実行委員会

(北上商工会議所内)　　☎65-4211

　高校生を除く満18歳以上の女性

(未婚・既婚問わず)で、市内に居

住・通勤・通学し、市のPRに関心が

ある各種イベントに参加可能な人を

募集します。

■選考日…６月22日㈯(予定)

■ところ…北上商工会館

■選任…若干名

■審査方法…集団面接(自己PR・会

話対応など)

■申し込み…６月10日(月･必着)

までに申込用紙に記入し写真を添付

のうえ、同実行委員会へ

※詳しくは、北上・みち

のく芸能まつりのホーム

ページをご覧ください。

錦秋湖・フォト＆空撮動画コンテ
スト
湯田ダム管理支所　　 　　☎74-2011

■募集テーマ…夏期間の錦秋湖(湖

周辺の陸地も可)の自然・風景、イ

ベントを題材とした作品

■部門…①一般写真(デジタルカメ

ラなど)部門②携帯写真(スマート

フォンなど)部門③空撮動画部門

■入賞…部門ごとに最優秀賞などを

表彰。温泉旅館宿泊券など副賞あり

■申し込み…６月１日㈯～９月17日

㈫の間に、作品タイトル、部門名、

撮影場所、氏名、住所、電話番号を

明記し電子メールで(thr-kitakato0 

1@mlit.go.jp)へ送信

■特典…応募メール提示で湯
ゆ め

夢プラ

ザ(西和賀町川尻40-73-11)の季節

限定メニューの割り引きが受けられ

ます

「第35回夏期ジュニア大使友情使
節団」ブルネイ班　参加者募集
(一社)国際フレンドシップ協会　　　　

　　　　　　　　　　　☎03-3582-3021  

　　　　http://www.ifa-japan.org

　ブルネイは南東アジアのボルネオ

島北部にあり、石油や天然ガスなど

豊かな資源に恵まれた親日国です。

地元の学校訪問やホームステイなど

英語による交流を通じ、異文化コ

ミュニケーションの手法を学びます。

■研修期間…事前研修７月25日㈭、

海外研修７月26日㈮～31日㈬

■対象…小学５年生から高校２年生

までの健康な児童･生徒

■定員…15人(先着順)

■旅行代金…280,000円

■申し込み…６月７日㈮までに所定

の参加申込書に必要事項を記載のう

え、同協会へ

【募集説明会】

■とき…６月１日㈯15時～16時30分

■ところ…H.I.S.公務メディア事業

支店第一営業所会議室(東京都港区

虎ノ門2-4-1虎ノ門ピアザビル４階)

ＵＲＬ
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広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！

パークゴルフ初心者講習会
ふるさと体験館｢北上｣☎72-2883

　　　　　　　　　　　　　　　　   72-2993

■とき…６月16日㈰10時～15時

■ところ…ふるさと体験館｢北上｣、

パークゴルフ場

■内容…パークゴルフのルール＆マ

ナー、ショットとパットの実技

■定員…20人(先着順)

■参加料…1,000円(昼食、テキスト

代含む）

■申し込み…６月13日㈭までに電話

またはファクスで同館へ

ＦＡＸ

月
がっさん

山トレイル体験会
スポーツリンク北上　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　☎　　　　72-5141 

　　　sportslinkkitakami@gmail.com

　和賀三山のひとつである月山。往

復約６㎞、３時間半のトレッキング。

登山後は、地元のお母さんによる手

作りの昼食をいただきます。

■とき…６月16日㈰８時20分に月山

登山口(旧景勝園手前)集合

■対象…小学生以上

■定員…先着30人(最少催行人数20

人)

■参加料…2,500円(保険代、昼食

代、ガイド料込み)

■申し込み…６月10日㈪までに氏名

(ふりがな)・住所・生年月日・連絡

先を、電話、ファクスまたは電子メー

ルで同団体へ

ＦＡＸ

チャレンジエアロビックまつり
2019
(公財)北上市体育協会☎67-6720

■とき…６月９日㈰①(チーム発表)

９時30分～11時②(レッスン)11時

20分～12時20分

■ところ…北上総合体育館

■対象…子どもから大人まで

■定員…①15チーム②300人

■参加料…①キッズ(中学生以下)

１ 人500円、一 般1,000円 ② １ 人

1,000円

■申し込み…６月２日㈰までに同協

会へ

夏油三山山開き「牛形山登山」
夏油温泉開発連絡協議会　　　　　　　　

(事務局)商業観光課　　☎72-8241

■とき…６月９日㈰６時30分～

■ところ…夏油温泉園地

■内容…神事、登山(７時～)

※雨天時は神事のみ

■参加料…無料

■持ち物…登山に適した服装など

■申し込み…不要。直接現地へ

第12回きたかみヤクルトフェス
ティバル
㈱岩手ヤクルト工場 　　  ☎71-2828

■とき…６月２日㈰10時～14時30分

■ところ…同工場内(相去町大松沢

1-45)

※駐車場は岩手県南青果市場(金ケ

崎町六原下二の町215)をご利用くだ

さい(無料シャトルバスあり)。

■内容…ステージイベント(にゃん

ごすたー、underpath!)、ヤクルトラ

グビースクール、大抽選会、模擬店

など

■入場料…無料

ハロートレーニング(公共職業訓
練)
ポリテクセンター岩手 訓練課　　　　　     

　　　　　　　　　　　☎0198-23-5712

　ポリテクセンター岩手で、仕事の

選択肢を増やす！一生の技能を身に

付ける！女性も多数活躍中！８月開

始コースを募集します。

■訓練期間…８月１日㈭～令和２年

１月31日㈮

■対象…再就職に意欲のある人

■募集科･定員…CAD/NCオペレー

ション科15人

■受講料…無料

■選考日…７月４日㈭

■申し込み…６月３日㈪～25日㈫の

間に、お近くのハローワークへ

【施設見学会】

■とき…６月５日㈬、12日㈬、19日

㈬９時15分～12時30分
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６

月
の
各
種
定
例
相
談

●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)

８時30分～17時

【ところ】同センター(本庁舎

１階で受け付け)
●法律相談(市民課☎72-8202)

【とき】13日㈭、20日㈭、27日

㈭10時～15時※要予約

【ところ】本庁舎４階相談室
●人権相談(市民課☎72-8202)

【とき】３日㈪、10日㈪、17日

㈪、24日㈪10時～15時

【ところ】本庁舎４階相談室
●行政相談(市民課☎72-8202)

【とき】３日㈪、17日㈪10時～

15時
【ところ】本庁舎４階相談室
●教育相談(学校教育課☎65-
3365)

【とき】月～金曜日(祝日を除く)

９時～15時30分
【ところ】学校教育課
●婦人相談(子育て支援課☎
64-7573)・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)

９時15分～16時
【ところ】子育て支援課
●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)
９時～17時

【ところ】生涯学習センター
●外国人に関する相談会(北
上市国際交流ルーム☎63-4497)

【とき】27日㈭14時～17時

※通訳が必要な場合は要予約
【ところ】生涯学習センター相
談室
●家族の就職相談(☎63-3533)

【とき】月～金曜日(祝日を除く)

10時～17時※要予約

【ところ】ジョブカフェさくら

(北上地区合同庁舎内)

就活セミナー基本のき！｢印象度
を上げる話し方｣
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

■とき…６月18日㈫10時～12時

■ところ…ジョブカフェさくら(北

上地区合同庁舎内)

■内容…面接などで好印象を与える

話し方についての解説と実践

■対象…求職者(定年退職した人や

ブランクがある人も可)

■定員…10人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ

こどもの俳句教室・夏の部
日本現代詩歌文学館　　☎65-1728

　　　　　　　　　　　　　　　　　64-3621

　　　　　　　　　shiika@shiikabun.jp

　地域の小中学生を対象とした、俳

句づくりの体験教室です。素材探し

から、一句を短冊に書くまでを楽し

く体験します。

■とき…６月９日㈰、23日㈰①(小

学生クラス)10時～12時②(中学生

クラス)14時～16時(全２回)

■ところ…同文学館和室など

■講師…小林輝
て る こ

子氏(俳人・絵本作

家)
■定員…①②各30人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…同文学館へ

ＦＡＸ

図書館司書・司書補講習
富士大学教務部講習担当　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0198-23-6221

　 　 http://www.fuji-u.ac.jp/

job_license/toshokoushu/

　約２か月(司書補は６週間)の講

習を受講し、所定の単位を修得して

認定されると、司書及び司書補とな

る国家資格が与えられます。

■とき…①(司書コース)７月16日

㈫～９月19日㈭②(司書補コース)

７月16日㈫～８月24日㈯９時～16時

10分

■ところ…富士大学(花巻市下根子

450-3)

■受講資格…①大学卒業者など②高

等学校卒業者など

■定員…①70人②40人

■受講料…①115,000円②95,000円

■選考料…3,000円

■申し込み…６月29日㈯までに、必

要書類を添付し同大学教務部へ

ＵＲＬ

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

令和元年度創業支援塾(全５回）
北上市産業支援センター 　　　　　　　

　　　　　☎71-2181　　　　67-3704

　　　　　mono@ginga-net.ne.jp
　　　　　　　https://kop.jp/mono/

■とき…【第１期】６月29日㈯～７

月27日㈯の毎週土曜日【第２期】11

月９日㈯～12月14日㈯の毎週土曜日

９時30分～12時　

※11月28日㈯の勤労感謝の日を除く

■ところ…北上オフィスプラザ２階

セミナールーム(相去町山田２番地

18)

■受講料…無料

■申し込み…第１期は６月21日㈮ま

で、第２期は11月１日㈮まで、申込

書を同センターのホームページから

ダウンロードのうえ、メールまたは

ファクスで同センターへ

※受講者は、新規開業資金の貸付利

率の引き下げなど、さまざまな支援

が受けられます。

ＦＡＸ
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15 令和元年５月24日 14令和元年５月24日

●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

※【　】内の数字は３月末との比較。

　 （　）内の数字は平成31年１月からの累計です。

38,080世帯【＋114】
 92,323人【＋63】
45,552人【＋36】
46,771人 【＋27】

17件(75件）
0人(3人）

21人(94人）
200件(952件）

2人(11人）

1件(14件）

22件(84件）
199件(795件）
91件(347件）

　４月のデータ

９日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

12日㈬
　９時30分～12時
　13時30分～16時30分

13日㈭
　９時30分～12時30分

　14時30分～16時30分

20日㈭
　９時30分～12時30分

　14時30分～16時30分

23日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

江釣子SCパル

岩手県建設業協会
北上支部

岩手県農業研究セ
ンター
北上済生会病院

岩手県自動車整備
振興会北上支部
ジョイス北上鬼柳
店

DCMホーマック北
上藤沢店

６月の献血

出前無料労働相談会
岩手県労働委員会事務局　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0120-610-797

　　　 https://www.pref.iwate.

jp/iinkai/roudou/index.html

　職場のトラブルで悩んでいません

か？労働者と使用者との間の様々な

問題について、同委員会の委員(弁

護士、労働団体役員、経営者など)

が相談に応じます。事前にご予約の

うえ、ご利用ください。

■とき…６月16日㈰13時～16時

※予約優先、当日会場での受け付け

は15時まで

■ところ…北上市市民交流プラザ

(ツインモールプラザ西館)

■申し込み…同事務局へ

ＵＲＬ

内線

家庭用刃物研ぎおよび住宅相談
北上建設組合　　　　　　　☎63-6564

■とき…６月16日㈰９時～11時15分

■ところ…健康管理センター付属館

前

■内容…包丁類の刃物研ぎ(１丁

300円)と住宅相談など

※カマ･ハサミは除く。雨天中止

　市内16地区の情報や市からの

お知らせを放送しています。

■放送時間(各回５分)月～金

曜日

①7:40～②8:10～③8:40～

④12:40～⑤13:10～⑥13:40～

⑦17:40～⑧18:10～⑨18:40～

　市内16地区のイベントなどの

情報は、月～木曜日の②⑤⑧と

金曜日に放送しています。

　災害発生などの緊急時には災

害情報を放送します。

自死遺族相談・交流会｢こころサ
ロン北上｣
中部保健所保健課　　　　　　　　　　　　　  

　　☎0198-22-2331(　　　　227)

　こころサロン北上は、自死で大切

な人を失った人が集い、それぞれの

体験や気持ちを語り合い聴きあう場

です。一人で悩まず、勇気を出して

参加してみませんか。秘密は厳守し

ます。

■とき…原則毎月第４土曜日14時～

16時

■対象…ご家族を自死(自殺)で亡

くした人(親、配偶者、子どもなど)

■申し込み…電話または電子メール

で同課へ(｢こころサロンのことで｣

とお伝えください)

※日程と場所は電話でお問い合わせ

ください。なお、個別相談も受け付

けています。

働きたいママのおしゃべりカフェ
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

■とき…６月26日㈮10時～12時

■ところ…ジョブカフェさくら(北

上地区合同庁舎内)

■内容…①いくらかかるの？教育費

～最新事情と準備方法②参加したマ

マたちの交流と情報共有

■対象…子育てしながら就職を希望

する女性

■託児…あり(無料、要予約)

■定員…10人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接、同所

へ


