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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。

毎月勤労統計調査特別調査
岩手県政策地域部調査統計課　　　　　 

　　　　　　　　　　　☎019-629-5306

　厚生労働省では、７月31日現在で常

用労働者が１～４人の事業所を対象に、

毎月勤労統計調査特別調査を実施しま

す。小規模事業所における経済の実態

を明らかにすることを目的とする調査

で、統計法に基づく報告義務のある基

幹統計調査です。

　調査対象となる事業所には、８～９

月にかけて統計調査員が訪問します。

調査の重要性をご理解いただき、回答

をお願いします。

市内産林産物の放射性物質簡易検
査結果(６月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　山菜(タラノメ)と桑の実の２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。

市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

おわびと訂正
　広報きたかみ第681号(７月12日

発行)４ページの北上市婦協映画

会｢八重子のハミング｣記事中、主

人公の氏名は｢石崎誠吾｣の誤りで

した。おわびして訂正します。

令和２年度採用　岩手中部水道企
業団職員採用試験
同企業団　　　　　☎0198-29-5377

■試験職種…①一般職(大卒)②技術

職(化学／大卒)

■採用予定者数…①２人②１人

■受験資格…昭和59年４月２日以降生

まれで大学または高等専門学校専攻科

を卒業した人(卒業見込み含む)

■試験日…９月22日㈰

■試験会場…花巻市立花巻中学校

■申し込み…８月16日㈮までに同企業

団へ(当日消印有効)

※受験案内･申込書は、

同企業団の窓口で配布し

ているほか、ホームペー

ジからもダウンロードで

きます。

ひらた舟｢天神丸｣を博物館で活
用します
商業観光課　　　　　　　　　☎72-8241

　老朽化に伴い、展勝地駐車場に展示

しているひらた舟｢天神丸｣を解体しま

す。舟の一部は、歴史資料として９月

から博物館に展示します。

｢KitaComing!北上市｣ロゴマー
クをご活用ください！
都市プロモーション課　　☎72-8308

　　　　promo@city.kitakami.iwate.jp

　企業･団体･市民など、どなたでも無

料で使用可能です。名刺･ポスター･

ホームページ･グッズなど、あらゆる

場面でご活用ください。

　使用を希望する場合は、都市プロ

モーション課へご連絡ください。

※ロゴマークの申請方法など詳しくは

ホームページを

ご覧ください。
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すこっぷ三味線Japanフェスタ
2019出演者募集
同事務局　　　　　　　　　　　　  　　 　　　

　　 　 (菅野)☎090-3982-0389

■とき…10月27日㈰

■ところ…さくらホール

■定員…30人

※個人でも団体でも参加できます。

■参加料…無料

■申し込み…８月１日㈭～９月30日㈪

の間に電話で同事務局へ

バーベキュー婚活
北上市社会福祉協議会　☎64-1212

　開放感バツグンのテラスで韓国式

バーベキューを楽しみながら、すてき

な出会いを見つけませんか。

■とき…８月24日㈯11時～14時

■ところ…ホテルシティプラザ北上４

階テラス

■対象…市内在住か在勤の男性、県内

在住か在勤の女性でいずれも独身の25

歳以上34歳以下の人

■定員…男性･女性各15人程度(申し

込み多数の場合は抽選)

■参加料…男性4,000円、女性2,000円

※女性は、７月中に申し込むと500円の

割り引きがあります。

■申し込み…８月９日㈮15時までに同

協議会へ

みちのく民俗村まつり花嫁道中の
花嫁花婿募集
同まつり実行委員会事務局(㈱展勝地

みちのく民俗村管理運営事業部内)     

　                           ☎72-5067

　みちのく民俗村まつりの催しとして、

昔風の花嫁道中を再現した結婚式を行

います。実際に出演してくださるご夫

婦を募集します。ほかではできない、

古民家ならではの結婚式を体験してみ

ませんか。　

■とき…10月20日㈰

■ところ…みちのく民俗村

■応募条件…各自で衣装を用意できる

人(振り袖、羽織袴、黒留め袖など)

※ご両親やご親族も参加できます。

■申し込み…８月20日㈫までに電話で

同事務局へ

※詳しくは、みちのく

民俗村のホームページ

をご覧ください。

産直あぜみち料理教室
JAいわて花巻　産直あぜみち　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎71-1338

　北上野菜をおい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

に参加してみませんか。

■とき…９月18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…フレンチレストラン　ル･ミ

ディの太田修
おさむ

氏

■定員…18人(申し込み多数の場合は

抽選)

■参加料…3,000円

■申し込み…８月２日㈮～25日㈰の間

に、ファクス(71-1339)または直接同

産直へ

　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。

第５回北上ロボコン参加者募集
岩手大学理工学部　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-621-6291

　          koyama@iwate-u.ac.jp

　自分でプログラミングした自律型移

動ロボットで競います。コンテストへ

参加する人は、事前にプログラミング

講習会の受講が必要です。

■とき…９月15日㈰13時～16時

■ところ…北上市生涯学習センター

■対象…小･中学生

■定員…20人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…８月２日㈮

までにメールで同大学へ

※詳しくはホームページ

をご覧ください。

プログラミング講習会

■とき…８月５日㈪、６日㈫、８日㈭

10時～12時(全３回)

■ところ…北上市生涯学習センター

■持ち物…筆記用具、上履き
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ジョブカフェさくら　８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！｢応募書類の

書き方】

■とき…８月20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応募書類の書き

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…８月28日㈬10時～12時

■内容…①ママの就労に向けての不安

解消と心構え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。

経塚山にのぼりませんか
８月11日｢山の日｣登山
和賀町山岳会　　　　　　　　　　　　　　　

(事務局)藤原☎090-5843-0906

■とき…８月11日(日・祝)６時～

※６時に夏油温泉・東屋集合

■ところ…経塚山(片道7.5km、上り約

４時間、下り約３時間)

■参加料…無料

■持ち物…昼食、飲み物、雨具などの

ほか登山に適した服装(川を渡ります)

■申し込み…不要。当日、集合のこと

※保険は各自で加入の上ご参加くださ

い。

夏の登山(牛形山縦走)参加者募
集
夏油高原インタープリターの会　　　　　

　 (事務局)商業観光課☎72-8241

■とき…８月18日㈰６時30分～15時

※６時30分に夏油温泉･東屋集合

■ところ…牛形山･丸子峠(縦走。行

程約９km)

■参加料…3,000円(保険料、ガイド料

含む)

■申し込み…８月14日㈬までに電話で

同課へ

中国語(初級)講座
北上市日中友好協会　　 ☎65-7191

■とき…８月20日㈫～９月20㈮19時～

20時30分(全10回)

■ところ…北上市生涯学習センター小

会議室

■定員…25人(先着順)

■参加料…1,500円

■申し込み…８月16日㈮までに同協会

へ

はじめて手話教室
手話サークル｢手のひら｣　　　　　　　　

　　　　　 (工藤)☎　　　　64-0579 

(三浦)080-5227-0981(14時以降)

　日常会話やあいさつなどから始める

ので初めての人でも大丈夫です。この

機会にぜひ始めてみませんか。

■とき…８月27日㈫、９月３日㈫、10

日㈫、17日㈫、24日㈫10時～12時(全

５回)

■ところ…北上市総合福祉センター

■受講料…無料(テキスト代は実費)

■申し込み…８月19日㈪までに同サー

クルへ

ＦＡＸ

家族を亡くした悲しみを抱えるあ
なたに伝えたいこと
岩手県精神保健福祉センター　　　　　　 

　　　　　　　　　　　☎019-629-9617

　家族との死別による悲嘆、専門的な

サポートが必要な｢複雑性悲嘆｣への理

解を深めます。

■とき…８月17日㈯13時～16時30分

(受け付けは12時30分～)

■ところ…岩手県福祉総合相談セン

ター４階大会議室(盛岡市本町通3-19-

1)

■内容…①武蔵野大学人間科学部人間

科学科の中島聡美教授による公開講座

｢大切な御家族を亡くした後の長引く

悲嘆からの回復｣②家族を亡くした悲

しみから回復をサポートするプログラ

ム｢こころサロンENERGY｣

■対象…①悲嘆のケアに関心のある人

など②家族を亡くし、強い悲しみが１

年以上続いている人

■申し込み…８月13日㈫までに、同セ

ンターへ



13 令和元年７月26日 12令和元年７月26日

８

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】８日㈭、22日㈭、29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】５日㈪、19日㈪、26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】５日㈪、19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】22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)

短歌・俳句入門講座
日本現代詩歌文学館　  　　　　　　　　　

　　　　 ☎65-1728    　　64-3621

　　　　　　　　　shiika@shiikabun.jp

　未経験者や初心者向けの短歌、俳句

の講座を開講します。

①短歌入門講座

■とき…８月31日㈯、９月７日㈯、21

日㈯10時～12時(全３回)

■講師…梶原さい子(｢塔｣編集委員)

■定員…30人

②俳句入門講座

■とき…８月24日㈯、31日㈯、９月14

日㈯14時～16時30分、21日㈯13時～17

時(全４回)

■講師…白濱一
いちよう

羊(｢樹氷｣主宰)

■定員…20人

【共通事項】

■受講料…各2,000円(学生、引率教員

は無料)

■ところ…同文学館

■申し込み…７月31日㈬から、氏名

(ふりがな)、住所、電話番号、ファク

ス番号を直接または電話、ファクス、

電子メールで同文学館へ

ＦＡＸ

若手社長に聞く！　　　　　　
｢しごと･トークライブ｣
北上雇用対策協議会　　☎72-8244

　E
イ ラ ズ

RAS㈱代表取締役CEOの千葉涼介氏

から、業界のこと、仕事の様子、経営

理念などについて伺います。参加者同

士の意見交換もあります。

■とき…８月23日㈮14時～16時

■ところ…市民交流プラザ(ツイン

モールプラザ西館２階催事場)

■対象…求職者、学生などどなたでも

■定員…50人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…申込書に記載しファクス

(64-2171)、電話で同協議会へ

※申込書は、同協議会に置いています。

調理師試験準備講習会
北上調理師会　　　　　　　☎63-6231

■とき…８月29日㈭、９月５日㈭、11

日㈬、18日㈬、25日㈬、10月２日㈬９

時30分～16時30分(全６回）

■ところ…北上地区合同庁舎

■内容…食品学など６教科と模擬試験

■対象…調理師試験申込者

■受講料…31,500円(講習料、テキス

ト、問題集、調理師会入会金・年会費)

■申し込み…同会へ

高齢者のための｢製造の仕事｣職
場見学会
日建学院盛岡校☎019-659-3900

■とき…８月８日㈭10時30分～12時

■ところ…㈱ワークパワー北上第一作

業所

■内容…食品工場での作業を見学し、

製造業務への理解を深め、就職活動の

参考にする

■対象…雇用形態による就職を希望す

る55歳以上でハローワークに求職登録

している人

■定員…７人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…８月６日㈫までに同校へ

※岩手労働局の委託事業です。

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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県市町村 山田町 大槌町 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮城県 合計

世帯 2(-1) 10(-2) 5(-2) 2(0) 3(0) 1(0) 23(-5)

人数 4(-1) 14(-3) 15(-2) 4(0) 4(0) 1(0) 42(-6)

※( )は３月比。市で把握している人数です。

市内の広域避難者状況(みなし仮設住宅入居者)　  (６月30日現在)

※広域避難者の住宅再建が進んできていることや、みなし仮設入居者などの変動も
小さくなっていることから、四半期ごとの掲載としています。※【　】内の数字は５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

38,276世帯【＋74】
 92,491人【＋45】
45,711人【＋57】
46,780人 【－12】

18件(111件)
0人(3人)

24人(141人)
139件(1,248件)

3人(15人)

3件(22件)

20件(120件)
163件(1,143件)

75件(516件)

　6月のデータ

シルバー110番
岩手県高齢者総合支援センター　　　　

　 　　　　　　　　　☎0120-84-8584

　高齢者や家族の皆さんが生活で困っ

ていることや悩んでいることなどの相

談に対応します。

■とき…月～金曜日９時～17時(祝日

を除く)

■相談電話番号…0120-84-8584

開催中

きたかみ魅力発見

フォトコンテスト2019夏

８月31日(土)まで！
申し込みなど詳しくは、

市のホームページをご覧く

ださい。

■問い合わせ

　都市プロモーション課　☎72-8308

７日㈬
　９時～10時30分
　12時30分～16時

８日㈭
　９時～11時30分

11日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

21日㈬
　15時～16時30分

29日㈭
　９時30分～11時

北上槌屋デカル㈱
さくらホール

北上消防署

江釣子SCパル

岩手県企業局県南
施設管理所

北上警察署

８月の献血

　大通り保育園　平成30年度卒園児の

保護者一同から絵本５冊

　鳩岡崎保育園　聖徳会から雑巾35

枚、おしぼり15枚

　市　北上国見ライオンズクラブから

しらゆりの球根代として50,000円○千

田工業㈱から交通安全対策のため

300,000円○ライオンズクラブ国際協会

332-B地区2R-2Zから｢第21回北上市ラグ

ビーフェスティバル｣観戦チケット50枚

○㈱ユーティーオーから被災者支援の

ため300,000円○立花自治振興協議会

から展勝地桜並木の環境保全のため

20,000円○㈱有田屋から乗用芝刈機１

台

いわて県南｢自動車・半導体関連
産業｣就職相談会
北上公共職業安定所　  ☎63-3314

　いわて県南地域(花巻、北上、水沢、

一関安定所管内)の自動車･半導体関

連産業の求人事業所による就職相談会

です。参加事業所は、岩手県と岩手労

働局のホームページで公開します。

■とき…８月９日㈮13時30分～16時

(受け付けは12時30分～)

■ところ…ホテルプラザイン水沢(奥

州市水沢佐倉河字後田29)

※水沢駅12時15分発、会場16時15分発

の無料送迎があります。

■内容…事業所担当者との個別面談

※申し込み、履歴書は不要です。当日、

受付に企業面談カードを１枚提出して

ください。カードは、

岩手県のホームページ

からダウンロードでき

ます。

■対象…県南地区へ就職を希望してい

る求職者、学生・生徒、家族など

※来年度以降に就職を考えている人も

参加可能です。

■参加料…無料


