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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。

サマージャンボ宝くじ販売
(公財)岩手県市町村振興協会　　　　　

 ☎019-651-3461

　この宝くじの収益金は、市町村の明

るく住みよいまちづくりに使われます。

常設の宝くじ売り場のほか、市役所本

庁舎地下売店の特設売場でも１枚300

円で購入できます。

■発売期間…７月２日㈫～８月２日㈮

市内産林産物の放射性物質簡易検
査結果(５月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　山菜(タラノメ、コシアブラ、ワラ

ビ)、きのこ(ヒラタケ)計８検体を検

査した結果、国の基準値(１kg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。詳細は市の

ホームページをご覧ください。

集団資源回収事業説明会
市公衆衛生組合連合会　　　　　　　　　　

　 (事務局)環境政策課☎72-8284

■とき…７月６日㈯14時～15時

■ところ…日本現代詩歌文学館講堂

■内容…集団資源回収、活動の進め方、

補助金請求の進め方に関する説明

■対象…集団資源回収を行う市内の団体

※本年度の説明会はこの１回のみです。

公務員合同ガイダンス
総務課　　　　　　　　　　　　☎72-8227

■とき…７月13日㈯10時～12時30分

(受け付けは９時45分から)

■ところ…さくらホール小ホール

■内容…北上市役所･自衛隊･岩手県

警察･北上地区消防組合･海上保安庁

の業務紹介や採用試験の説明

■申し込み…不要、直接会場へ

放送大学入学生募集
放送大学岩手学習センター　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 ☎019-653-7414

　放送大学では、10月入学生を募集し

ています。心理学･福祉･経済･歴史･

文学･情報･自然科学など約300の幅広

い授業科目があり、１科目から学ぶこ

とができます。　

■出願期間…第１回は８月31日㈯ま

で、第２回は９月20日㈮まで

【大学説明会(予約不要)】

■とき…８月17日㈯13時30分～15時

■ところ…奥州市文化会館Ｚホール

【オープンキャンパス(予約不要)】

■とき…７月12日㈮、13日㈯、８月３

日㈯、４日㈰、31日㈯、９月１日㈰、

13日㈮、15日㈰10時～11時30分

■ところ…放送大学岩手学習センター

(岩手大学構内)

鬼っジョブ～北上おしごとパーク
2019～ボランティア募集
鬼っジョブ実行委員会事務局　　　　　　

　　    (平野)☎090-8929-6976

　７回目を迎える大人気イベントに成

長した｢鬼っジョブ｣のボランティアを

募集します。子どもたちの夢のお手伝

いをしませんか。

■とき…９月15日㈰７時～17時

■ところ…さくらホール

■イベント内容…北上近郊の企業がお

しごと体験ブースを出店し、市内およ

び西和賀町内の小学４～６年生が職業

体験などを通して社会のしくみを学ぶ

■対象…年齢不問(中学生は保護者同

伴、高校生は保護者同意書が必要)、

当日のほか７･８月に各１回開催するス

タッフミーティングおよび前日準備に

参加できる人

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

プレミアム付商品券取扱店を募集
北上商工会議所　　　　　　☎65-4211

　　　　　　　　　　　　　　　　　　64-2656

　　　http://www.kitakamicci.jp

　消費税率引き上げの影響を緩和する

ために市が販売するプレミアム付商品

券の取扱店(商品券で買い物ができる

店舗)を募集します。

■対象…市内の事業所(店舗)

※資格確認の上、登録します。

■申し込み…７月31日㈬までに登録申

請書をファクス、郵送(〒024-0031青柳

町二丁目1-8)、または直接同会議所へ

※登録申請書は同会議所のホームペー

ジからダウンロードできます。
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第31回夏油温泉｢鬼剣舞かがり火
公演｣
夏油温泉開発連絡協議会　　　　　　　　

　 (事務局)商業観光課☎72-8241

　かがり火の明かりが1300年近い伝統

を誇る鬼剣舞の勇壮で華麗な踊りを照

らし出します。

■とき…７月６日㈯、13日㈯、20日㈯、

８月10日㈯、17日㈯19時30分～20時

■ところ…夏油温泉前駐車場(雨天の

場合は、元湯夏油の広間で開催)

■出演…岩崎鬼剣舞保存会

錦秋湖大滝サマーLIGHTフェス
ティバルinにしわが
湯田ダム管理支所　　　　☎74-2011

■とき…７月27日㈯･28日㈰11時～21

時

■ところ…川尻総合公園･錦秋湖大滝

(約200台分の無料駐車場あり)

■内容…体験(滝の中の歩行、湖上遊

覧、Ｓ
サ ッ プ

ＵＰ、魚釣りなど)、貯砂ダム

カードプレゼント、ライトアップ鑑賞、

天然クワガタ抽選会など

※体験、見学などは無料です(ＳＵＰ･

魚釣りを除く)。

夏油高原ホタル観察会
夏油高原山楽会事務局 ☎73-6675

■とき…７月６日㈯19時45分～21時30分

■集合場所…水神温泉山照園駐車場

■内容…ヒメボタル、ゲンジボタル、

ヘイケボタルの観察

■定員…30人(先着順)

■参加料…500円(保険代、資料代)

■申し込み…７月２日㈫16時までに電

話で同事務局へ

歴史･文化講座｢青空法話｣
和賀地区交流センター　☎72-2215

■とき…７月20日㈯10時～12時

■ところ…国指定重要文化財｢多聞院

伊澤家｣｢久那斗神社里宮｣(和賀町岩

沢)

■内容…平泉中尊寺貫首･山田俊和師

による法話 すべての人の願い｢平和･

幸福｣

親水公園お滝さん水車まつり
水車まつり実行委員会　　　　　　　　  

(黒岩地区交流センター内)☎64-7525

■とき…６月30日㈰～７月15日(月･祝)10

時～16時

■ところ…親水公園お滝さんおよび黒

岩まんなか広場

■内容…水車実演、地場産品直売、写

真展、水車そば(７月13日～15日)など

※７月14日㈰18時30分から、ライト

アップのもと、郷土芸能かがり火公演

やビアガーデンを開催します。

ひとり一花プロジェクトサポー
ター募集＆花づくり講習会
北上市花いっぱい運動推進協議会  　

　 (事務局)環境政策課☎72-8281

　kankyo-s@city.kitakami.iwate.jp

　自宅でベゴニアの花を育てるフラ

ワーサポーターを募集します。また、

サポーターを対象とした講習会を行い

ます。

■とき…７月13日㈯①10時30分～11時

30分②14時～15時

■ところ…江釣子庁舎前

■内容…サポーターへの花苗配布、花

づくりに関する講習

※育てた花は、ラグビーワールドカッ

プの期間中、市の中心部に飾り、終了

後に返却します。

■対象…８月末までベゴニアを育てら

れる人

■定員…①②各40人

■参加料…300円

■申し込み…７月10日㈬までに電話ま

たは電子メールで同事務局へ

NPO法人フォルダ ７月のイベント
NPO法人フォルダ　　　　☎72-7048

　　　　　　　　　　　　　　　　　63-5812

　　　　 folder@kitakamicity.com

【流しそうめん祭り】

　長い竹で流しそうめんを楽しみませ

んか。何が流れてくるかはお楽しみ。

■とき…７月６日㈯11時30分、12時、

12時30分(各20分間食べ放題)

■ところ…北上勤労体育センター等管理棟

■定員…各回20人(先着順)

■参加料…１人500円(３歳未満無料)

【幻想的なホタルを観に行こう】

　季節感のあるホタルを観て、命の尊さ

を知り、夏の思い出をつくりましょう。

■とき…７月６日㈯19時30分～20時30分

■ところ…憩いの森駐車場

■参加料…１人100円

【フォルダキャンプ】　

　テント設営や野外炊飯を行い、自主

性や協調性を楽しく身に付けよう。

■とき…７月31日㈬６時30分(修練館集

合)～８月１日㈭12時(修練館解散)

■ところ…焼地台公園キャンプ場(西

和賀町間木野24地割地内)

■対象･定員…小学生、25人(先着順)

■参加料…１人5,000円

■申し込み期限…７月20日㈯まで

※電話、ファクスまたは電子メールで

同法人へ申し込んでください。
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和賀川ざっこフェスタ2019小学
生イワナつかみとり大会
和賀川淡水漁業協同組合  　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎64-7473

■とき…７月14日㈰11時(小雨決行)

■ところ…やな場(和賀川ふれあい広

場)

■対象･定員…市内の小学１～６年生

(保護者同伴)･50人(先着順)

■申し込み…７月10日㈬までに、往復

はがきに郵便番号･住所･氏名･学年･

電話番号を記入の上、同組合(〒024-

8501芳町1-1)へ

※参加の可否は返信用はがきでお知ら

せします。

子育てポッポに遊びにきませんか
北上市社会福祉協議会和賀支部　　　　

　　　　　　　     　　　　　　　☎72-2500

　お子さんと一緒に、おもちゃや絵本･

紙芝居、季節の行事を楽しむ色々な遊

びをしてみませんか。

■とき…７月４日㈭、８月１日㈭、９

月５日㈭、10月３日㈭、11月７日㈭、

12月５日㈭、令和２年３月５日㈭10

時～11時30分

■ところ…和賀町総合福祉センター

■対象…乳幼児と保護者(申込不要) ＦＡＸ

産直あぜみち料理教室
ＪＡいわて花巻 産直あぜみち　　　　　　

　　　　　☎71-1338　　　　71-1339

　北上野菜を美味しくいただく方法を、

市内飲食店のシェフから学ぶ料理教室

を開催します。

■とき…８月19日㈪10時～13時

■ところ…ＪＡいわて花巻産直あぜみ

ち隣｢来夢｣

■ 講 師 …steak&bistro小 春 日 和 の

十
じゅうりょうざわ

良 澤健二氏

■定員…18人

■参加料…3,000円

■申し込み…７月２日㈫～25日㈭まで

に直接またはファクスで同産直へ

※応募者多数の場合は抽選を行い、結

果は８月初旬に連絡します。結果を受

けてから、８月10日㈯までに店頭また

は振り込みで参加料をお支払いくださ

い。

保育士カフェ
岩手県社会福祉協議会 岩手保育士･

保育所支援センター　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-637-4544

　保育士の仕事に関する不安なことや

知りたいことを相談したり話し合った

りできます。過去のイベントの様子は

同センターのFacebookに掲載していま

す。

■とき…７月24日㈬10時30分～12時

■ところ…花巻市生涯学園都市会館 

第２･３中ホール

■対象…保育士資格を有し、現在保育

士として働いていない人。保育の仕事

をしようか迷っている人や、転職を考

えている人

■参加料…無料

■申し込み…７月22日㈪までに電話で

同センターへ

※託児はありませんが、お子さんを連

れて参加可能です。

社交ダンスを楽しむ講座
北上市ダンススポーツ協会　　　　　　　

　　　　(藤田)☎090-6627-8498

　社交ダンスで足腰を鍛えませんか。

運動は骨粗しょう症を未然に防ぎます。

■とき…７月13日㈯、７月27日㈯、８月

10日㈯、８月24日㈯11時00分～13時

■ところ…黒沢尻北地区交流センター

■受講料･定員…無料･男女30人

■申し込み…同協会へ

サーカスマルシェ
NORAtoRI　　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　noratori0417@gmail.com

　県内外の作家による｢楽しい｣を

詰め込んだマルシェです。

■とき…７月７日㈰10時30分～16時

■ところ…みちのく民俗村

きたかみこども環境未来塾
環境政策課　　　　　　　　　☎72-8281

　　　　　　　　　　　　　　　　　77-3591

　　kankyo-s@city.kitakami.iwate.jp

■とき…７月27日㈯10時30分～12時、

14時～15時30分

■ところ…生涯学習センター第１学習

室

■内容…エネルギー実験ボックスを

使った体験、ソーラーランタンの作成

など

■対象…市内在住または市内小学校に

在籍している３～４年生(保護者同伴)

■定員…各20組(定員を超えた場合は

抽選)

■参加料…500円(材料代)

■申し込み…７月12日㈮までに電話、

ファクス、電子メールで同課へ
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７

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】11日㈭、18日㈭、25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】１日㈪、８日㈪、22日

㈪、29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】１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】25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)

ジョブカフェさくら　７月の講座
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

【就活セミナー基本のき！｢求人票の見方｣】

■とき…７月16日㈫10時～12時

■内容…①就活での不安や疑問点を座

談会形式で話し合い②求人票の見方を

解説

■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…６人(先着順)

■参加料…無料

【働きたいママのおしゃべりカフェ】

■とき…７月31日㈬10時～12時

■内容…①お金の教育～始め方、教え

方、学び方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

※場所はどちらもジョブカフェさくら

(北上地区合同庁舎内)、電話または直

接同所へ申し込んでください。

全24清
す ず

水制覇ウォーク
スポーツリンク北上☎　　　　72-5141 

　　　sportslinkkitakami@gmail.com

　江釣子から長沼にかけて点在する24

の清水を巡る約７㎞のウオーキング。

近隣レストランによる焼肉バーガーの

昼食付きです。

※長沼からは路線バスを利用します。

■とき…７月14日㈰７時15分～12時30分

■ところ…えづりこ古墳公園(集合･解散)

■対象･定員…小学生以上･50人(先

着順･最少催行人数20人)

■参加料…2,000円(保険料、昼食代ほか)

■申し込み…７月８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

夏期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会☎67-6720

【初めてのヨガ教室】

■とき…７月４日㈭、11日㈭、18日㈭、

25日㈭19時～20時

■対象･定員…中学生以上･15人(先着順)

■参加料…４回4,000円

【スラックライン】

■とき…７月２日㈫、９日㈫、16日㈫、

23日㈫19時～20時45分

■対象･定員…中学生以上･20人(先着順)

■参加料…１回500円

【水夜教室(ソフトバレーボール)】

■とき…７月３日㈬、17日㈬19時15

分～20時50分

■対象･定員…高校生以上･20人(先着順)

■参加料…２回800円、１回500円

【ショートテニス･ラージボール卓球】

■とき…７月５日～９月27日の金曜日

(全７回)10時～12時

■対象･定員…高校生以上･30人(先着順)

■参加料…７回2,800円、１回500円

※場所は全て北上総合体育館、電話ま

たは直接同協会へ申し込んでください。

広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！
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※【　】内の数字は４月末との比較。

　 (　)内の数字は平成31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

38,202世帯【＋122】
 92,446人【＋123】
45,654人【＋102】
46,792人 【＋21】

18件(93件)
0人(3人)

23人(117人)
157件(1109件)

1人(12人)

5件(19件)

16件(100件)
185件(980件)
94件(441件)

　５月のデータ

11日㈭
　９時30分～10時30分

14日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

25日㈭
　15時～17時

JAいわて花巻 和賀
町支店

江釣子SCパル

JAいわて花巻 北上
支店

７月の献血

認知症についてやさしく学ぶカ
フェ
長寿介護課　　　　　　　　　☎72-8221

　なごやかな雰囲気の中で学び認知症

の理解を広げます。福祉や医療、介護

の専門職と出会い、交流することもで

きます。

■とき…７月15日(月･祝)、８月19日㈪、

９月16日(月･祝)13時30分～15時30分

■ところ…日本現代詩歌文学館１階カ

フェスペース

■テーマ…７月｢受診の傾向につい

て｣、８月｢消費者被害の現状と対策に

ついて｣、９月｢わたしの介護体験｣

■対象…認知症の人と家族、地域住民

など誰でも参加可

■定員…20人

■参加料…200円(飲み物代)

■申し込み…不要

一店逸品セミナー
北上商工会議所　　　　　 ☎65-4211

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　64-2656

　一店逸品運動とは、売り筋商品であ

る｢逸品｣を通して個店の魅力を向上

させる運動です。本セミナーでは、当

運動による新規顧客獲得に向けた取り

組みなどについて学びます。

■とき…７月18日㈭14時～16時

■ところ…北上商工会館

■講師…柿崎豊氏(山形県庄内町逸品

研究会会員)

■受講料…無料

■申し込み…電話またはファクスで同

会議所へ

※駐車場台数に限りがあります。

ＦＡＸ

ひきこもり当事者及び家族等の居
場所(フリースペース)
岩手県中部保健所保健課　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0198-22-4952

　ひきこもり状態にある当事者やその

家族が自由に集まり、気楽に時間を過

ごせる場所です。同じ状況にある人た

ちと交流し情報交換してみませんか。

■とき…原則毎月第１･２木曜日10

時～12時、第４木曜日13時30分～15時

30分

■ところ…花巻地区合同庁舎(花巻市

花城町1-41)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ

自死遺族交流会公開講座
岩手県精神保健福祉センター　　　　　 

　　　　　　　　　　　 ☎019-629-9617

　　　　　　　　　　　　　019-629-9603

　自死で大切な人を失くした悲しみと

ケアについて学ぶとともに、自死遺族

交流会や県内の取り組みを紹介します。

■とき…７月15日(月･祝)13時～14時40分

■ところ…大通会館リリオ３階イベン

トホール(盛岡市大通1-11-8)

■内容…防衛医科大学校精神科医師の

黒澤美枝氏による講演｢家族を自死で

亡くしたあなたに～悲嘆とケア～｣、自

死遺族交流会の紹介、県内の取り組み

説明、遺族からのメッセージ

■対象…自死遺族支援に関心のある人

はどなたでも

■申し込み…７月８日㈪までに電話ま

たはファクスで同センターへ

※15時から自死遺族交流会(遺族のみ

参加可能)があります。

ＦＡＸ

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

　ものづくり分野に関する専門的知識

を学び、再就職に必要な実践的知識･

技能を習得できる訓練です。９月開始

コースを募集します。

■訓練期間…９月４日㈬～令和２年２

月28日㈮

■対象…再就職に意欲のある人

■募集科…ビル管理技術科

■定員･受講料…15人･無料

■選考日…８月６日㈫

■申し込み…７月１日㈪～26日㈮の間

に、お近くのハローワークへ

【施設見学会】

■とき…７月３日㈬、10日㈬、17日㈬、

24日㈬９時15分～12時30分


