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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。

市内産林産物の放射性物質簡易検
査結果(７月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　７月分の検査の申し込みはありませ

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。

｢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。

建築物防災週間
県南広域振興局土木部北上土木セン

ター　 ☎65-2738    　　63-8378

　８月30日㈮～９月５日㈭は、建築物

防災週間です。この週間は災害による

人命、建築物の被害を防止し安心して

生活できる空間を確保するため、建築

物の防災対策を推進することを目的と

しています。

　県は防災上の配慮が強く求められる

ような建築物を中心に、市町村や消防

などと共同で防災査察を実施して、必

要に応じた指導を行います。この期間

中、同土木センター(北上地区合同庁

舎３階)に防災相談所を設置し、建築

物の防災に関する住民の皆さんの相談

にお答えしますので、ぜひご利用くだ

さい。

ＦＡＸ

消火器の不適正取引に注意してく
ださい
北上地区消防組合消防本部予防課　 

　　　　　　　　　　　　　　　　☎65-5173

　本年度に入り、消火器の訪問販売や

点検による法外な金額を請求される被

害が、市内で数件発生しています。

　次のことに十分に注意してください。

■消防署では消火器の訪問販売や点検

は一切行っていません

■一般家庭には消火器の設置義務や点

検義務はありません

■安易に契約書などへの署名、捺印は

しないようにしましょう

花いっぱいコンクール入賞花壇見
学会
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

　花いっぱいコンクールで最優秀賞を

受賞した花壇の見学会を行います。

■とき…９月６日㈮①９時～11時②13

時30分～15時30分

■ところ…市内各所(３～５カ所)

※５分前までに中央図書館西側駐車場

に集合。その後、バスで移動します。

■対象…市民

■定員…各20人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…９月４日㈬までに電話で

同課へ

おわびと訂正
　広報きたかみ第682号(７月26日

発行)８ページの俳句｢北上市民俳

句大会｣記事中、投句申し込み先

住所は｢新穀町一丁目5-16藤本カ

ヅエ方｣の誤りでした。おわびし

て訂正します。
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咲き終わったあじさいの花切りボ
ランティア募集
北上あじさいの会　　　　 ☎64-1745

　咲き終わったあじさいの花切りを行

います。切り取った花は、自由に持ち

帰りできます。ドライフラワーやスワッ

グ(壁飾り)の材料にもなりますよ。

■とき…９月１日㈰７時～８時

※雨天の場合は中止します。

■ところ…展勝地レストハウス集合

■持ち物…花切りバサミ、枝切りバサミ

■申し込み…不要

岩手県農業研究センター参観デー
岩手県農業研究センター☎68-2331

　最新の研究成果の展示や役立つミニ

セミナーのほか、子ども収穫体験、り

んご釣り、農産物や加工品、農業用資

材の販売などを行います。恒例のもち

まきは14時30分から。当日は、農業科

学博物館の入館料も無料です！

　さらに、隣接する生物工学研究セン

ターの一般公開も同時開催です。

■とき…９月７日㈯９時30分～15時

■ところ…同センター

不登校テーマ映画上映会＆
風見穏

し ず か

香ミニライブ
笑いのたねプロジェクト　　  　　 　　　　

　　　　　(後藤)☎090-4888-1210

■とき…９月28日㈯13時～16時30分

(開場は12時30分)

■ところ…黒沢尻西地区交流センター

■内容…①不登校･ひきこもり･生き

づらさを抱えた全ての人へ｢１人じゃ

ないから第２弾｣：不登校テーマ映画

「円～CHANGE my life～｣上映会②風

見穏香氏によるミニライブ＆トーク

セッション

■対象…不登校、ひきこもりなどに関

心がある人

■参加料…小学生以下無料、学生･ひ

きこもり当事者500円、一般1,000円

■申し込み…不要

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…10月29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…和食処きくすい北上の佐藤

辰
たつのり

範氏

■定員…18人(多数の場合は抽選)

■参加料…3,000円

※抽選結果を受けてから、店頭または

振り込みでお支払いください。

■申し込み…９月２日㈪～25日㈬の間

に、ファクス(71-1339)または直接同

産直へ

さくらの杖をとりもどせ～みんな
で謎解きウォークラリー～
岩手県立大学ＥプロジェクトチームＣｏ

ｎｎｅｃｔ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 Kitakami.Connect.Project@gmail.

com

　大学生プロジェクトチームがおくる

地元をもっと好きになる参加型アトラ

クション。みんなで事件の謎を解き｢さ

くらの杖｣を取り戻しましょう。友達

や親子で楽しい思い出を作りませんか。

■とき…10月５日㈯13時～16時(受け

付けは12時30分～)

■ところ…北上市立公園展勝地(みち

のく民俗村、桜並木)

■対象…小学４～６年生、保護者

■定員…15グループ(１グループ２～

５人･先着順)

■参加料…無料

■申し込み…９月１日㈰

までにホームページから

同プロジェクトチームへ

親子の防災マルシェ2019
親子の防災マルシェ実行委員会(NPO

法人いわてＮＰＯ－ＮＥＴサポート内)　

　　 ☎61-5035(平日10時～17時)

　子どもと一緒に楽しく学ぶ、体験型防

災イベントです。

■とき…９月16日(月･祝)10時～16時

■ところ…さくらホール

■内容…10時～11時30分･14時～15時

30分＝アウトドア防災ガイドのあんど

うりす氏による講演と実技指導、午後＝

AED･救命講習、非常食試食･販売、防災

グッズ展示、防災とアレ

ルギー、育児相談、健康

チェックなど

■対象…育児中の家族、

子育て支援関係者、

防災に興味のある人

■参加料…無料

■申し込み…不要
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市税の納付は口座振替または
コンビニ納付が便利です。

女性向けプチ起業応援講座
Ｃｏｋｋａｒａやっぺし　　　 ☎62-3400

　　　　　　ikotto5807@gmail.com

　好きなこと、やってみたいことから

プチ起業を考え、挑戦しませんか。ど

ちらのコースもイベントへの参加を目

指します。

【プチ起業入門コース】

■とき…９月５日㈭、10月３日㈭、11

月７日㈭、12月５日㈭、令和２年１月

９日㈭、２月６日㈭10時～12時

■内容…好きなこと、やってみたいこ

とからプチビジネスを考える

■対象…女性

■定員…10人(先着順)

■参加料…無料(イベントへの参加費

は別途)

【プチ起業基本コース】

■とき…９月５日㈭、19日㈭、10月３

日㈭、17日㈭、11月７日㈭、21日㈭、

12月５日㈭、19日㈭、令和２年１月９

日㈭18時30分～20時

■内容…起業の基本から実践(イベン

ト出展)まで

■対象…女性

■定員…10人(先着順)

■参加料…無料(イベントへの参加費

は別途)

※場所はどちらもCokkaraやっぺし(諏

訪町スパットビル)、開催日の２日前ま

でに氏名、ふりがな、住所、メールア

ドレス、コース名を電話または電子メー

ルで同事務所へ申し込んでください。

潜在保育士再就職支援研修会
岩手県社会福祉協議会　岩手県保育

士･保育所支援センター　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　 ☎019-637-4544

　保育士として再就職する際の不安を

解消するため、必要な知識や技能の習

得を目的とした研修会です。

■とき…９月12日㈭９時30分～12時

■ところ…ふれあいランド岩手第１･２

研修室(盛岡市三本柳８地割1-3)

■内容…保育園の現状や子ども子育て

支援新制度について、おもちゃ作りな

ど

■対象…保育士資格を持ち、現在保育

士として働いていない人(保育士経験

が少ない人や未経験の人も可)

■定員･参加料…40人(先着順)･無料

■申し込み…９月９日㈪までに電話で

同センターへ

※託児(３人･先着順)あり

シニアサポーター研修
日高見中央クリニック事業推進室　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎61-5070

■とき…９月11日～11月６日の毎週水

曜日10時～11時30分

■ところ…日高見中央クリニック

■内容…①オリエンテーション②介護

護保険のあれこれ③地域包括支援セン

ターの役割④ボランティア活動⑤

キャップハンディ体験講座⑥栄養面か

らの健康づくり⑦認知症サポーター養

成講座⑧百歳体操･認知症予防体操

(コグニサイズ)⑨傾聴について･総ま

とめ交流会

■対象…市内在住の60歳以上の人

■定員…各回15人(先着順)

■参加料…９回4,000円、１回500円

■申し込み…電話で同クリニックへ

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

■訓練期間…11月１日㈮～令和２年４

月28日㈫

■対象…再就職に意欲のある人

■募集科…設備メンテナンス科

■定員･受講料…12人･無料

■選考日…10月４日㈮

■申し込み…９月２日㈪～25日㈬の間

に、お近くのハローワークへ

【施設見学会】

■とき…９月11日㈬、18日㈬、25日㈬

９時15分～12時30分

ジョブカフェさくらの講座
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

【就活セミナー基本のき！｢印象度を上

げる話し方】

■とき…９月17日㈫10時～12時

■内容…面接で好印象を与える話し方

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･参加料…10人(先着順)･無料

【中高年向けセカンドライフセミナー

｢充実したセカンドライフを過ごすため

に｣】

■とき…10月９日㈬10時～12時

■内容…賢く貯めよう！老後の資金

■対象…中高年、興味のある人

■定員･参加料…10人(先着順)･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。
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9

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】12日㈭、19日㈭、26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】２日㈪、９日㈪、30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】２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】26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)

夏期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会☎67-6720

【スラックライン】

■とき…８月29日㈭、９月５日㈭、12

日㈭19時～20時45分

■ところ…北上総合体育館

■対象･定員…中学生以上･15人(先着順)

■参加料…１回500円

【水夜教室(バドミントンダブルスの

ゲーム)】

■とき…９月11日㈬･25日㈬(全２

回)19時15分～20時50分

■ところ…北上総合体育館

■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

【黒体教室(ソフトバレーボール・ラー

ジボール卓球)】

■とき…９月５日～26日の毎週木曜日

(全４回)10時～12時

■ところ…黒沢尻体育館

■対象･定員…高校生以上･30人(先着順)

■参加料…４回1,600円、１回500円

※全ての教室への参加は、電話または

直接同協会へ申し込んでください。

甲種防火管理再講習
北上地区消防組合消防本部予防課　　

　　　　　　　　　　　　　　　　☎65-5173

■とき…９月20日㈮13時30分～16時

■ところ…北上消防署大会議室

■内容…防火対象物の甲種防火管理者

を対象とした法定講習(５年以内に甲

種防火管理者新規講習または再講習を

受講した人は除く)

■定員…48人(先着順)

■受講料…1,350円(テキスト代)

■申し込み…９月17日㈫までに同課へ

　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。

仙人山トレッキング
スポーツリンク北上事務局　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　☎　　　　72-5141

　　　　sportslinkkitakami@gmail.com

　岩沢林道・水沢鉱山を経て標高882ｍ

の仙人山に登頂し、和賀仙人側の登山

口へ下りる約10.5km、６時間のトレッ

キング。昼食は各自でご用意ください。

■とき…９月29日㈰７時45分～15時

(ＪＲ北上線岩沢駅集合)

■対象…中学生以上の健脚な人

■定員…30人(先着順･最少20人)

■参加料…3,000円(保険料、ガイド

料ほか)

■申し込み…９月９日㈪までに氏名、

ふりがな、住所、生年月日、連絡先を

電話、電子メール、ファクスで同事務

局へ

ＦＡＸ
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※【　】内の数字は６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

38,365世帯【＋89】
 92,539人【＋48】
45,764人【＋53】
46,775人 【 －5】

18件(129件)
0人(3人)

22人(163人)
205件(1,453件)

3人(15人)

0件(22件)

29件(149件)
198件(1,341件)

86件(602件)

　７月のデータ

締切間近！
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

８日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

13日㈮
　９時30分～11時
　14時30分～16時30分

20日㈮
　10時～11時30分
　12時30分～13時30分
　15時～17時

29日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

江釣子SCパル

㈱システムベース
東北ポール㈱北上工
場

北上地区合同庁舎
㈱北洲
北上コンピュータ・ア
カデミー

DCMホーマック北
上藤沢店

９月の献血

子育て教室｢抱っこでスキンシッ
プエクササイズ｣
おにやなぎ保育園地域子育て支援セン

ター　  　　　　　　　　　　　☎67-1021

　抱っこひもでお子さんを抱っこし、

音楽に合わせて体を動かします。簡単

なステップなので運動が苦手な人でも

無理なく楽しめます。

■とき…10月１日㈫10時～11時

■ところ…おにやなぎ保育園ホール

■講師…日本ベビーダンス協会認定イ

ンストラクターの神田容
よ し み

識美氏

■対象…健康で首の座った生後３カ

月～１歳６カ月までの子と保護者

■定員…15組(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…８月27日㈫から直接、ま

たは電話で同支援センターへ

県南地区障がい者就職相談会(北
上会場)
北上公共職業安定所  　　　　　　　　　　

　　　　　☎63-3314　　　　63-7734

■とき…９月13日㈮13時30分～16時

(受け付けは13時～)

■ところ…ホテルシティプラザ北上

■内容…参加企業のブースを参加者が

自由に巡り個別面談

■対象…就職を希望する障がい者

■申し込み…同所へ(当日の受け付け

も可)

ＦＡＸ

｢解決の糸口を見つけに行こう！｣
相談会
消費者信用生活協同組合北上事務所

　　　　　　　　　　　　☎0120-101-612

　市と連携して生活再建相談事業を

行っている消費者信用生活協同組合に

よる無料相談会です。

■とき…９月14日㈯10時～16時(最終

受け付けは15時)

■ところ…消費者信用生活協同組合北

上事務所(大通り一丁目3-1おでんせプ

ラザぐろーぶ２階)

■内容…お金の問題、遺産相続、公共

料金の滞納、ＤＶ･離婚問題など

■申し込み…事前に同事務所へ

アイヌの皆さんからの相談を受け
付けています
(公財)人権教育啓発推進センター　　

　　　　　　　　　 　☎03-5777-1802

　日常生活での困りごとや、嫌がらせ、

差別、プライバシー侵害など、なんで

もご相談ください。相談料は無料で、

匿名での相談も可能です。秘密は厳守

します。

■とき…月～金曜日９時～17時(祝日、

年末年始は除く)

■アイヌの皆さんのための相談専用電

話番号…0120-771-208

広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！


