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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。

人権のつどいin北上
市民課　　　　　　　　　　　　☎72-8202

　12月４日から10日の人権週間にちな

み、人権啓発イベントを開催します。

■とき…12月８日㈰10時15分～12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…中学生人権作文コンテスト表

彰式、おにやなぎ保育園のパレード、

江釣子小学校合唱部の合唱、北上翔南

高校器楽部のマンドリン演奏ほか

市内産林産物の放射性物質簡易検
査結果(10月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　キノコ(ナメコ、ムキタケなど)９検

体について検査を実施した結果、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

ご確認ください。

きたかみ民俗芸能教室2019～地
域の宝、かたちの無い文化財～
文化財課　　　　　　　　　　☎65-0098

　市内に伝承される念仏剣舞や神楽、

田植え踊りなど、さまざまな民俗芸能

を公演と解説で紹介します。

■とき…12月15日㈰13時30分～15時

■ところ…博物館本館

■参加料…無料

第２回ねこ端会議
北のしっぽ　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　(蔵田)☎090-7277-9603 

　　　　 north.tails@gmail.com

　猫のことで困っていること、悩んで

いることなど、地域の声を集めて考え

ます。井戸端会議のように猫のことを

話し合いませんか。

■とき…12月12日㈭18時30分〜20時

（受け付けは18時〜）

■ところ…さくらホール多目的室

■参加料…無料

■申し込み…12月11日㈬までにメール

または電話で北のしっぽへ

【里親募集】

　市内や近隣市町で保護された１歳未

満の猫たちが愛情いっぱいの里親を

待っています。

■とき…12月８日㈰、15日㈰11時〜15時

■ところ…憩いの森管理事務所

都市計画道路変更案の縦覧
都市計画課　　　　　　　　☎72-8276

■対象路線…笹長根飯豊線

■期間…12月３日㈫～17日㈫８時30

分～17時15分(土･日除く)

■ところ…岩手県県土整備部都市計画

課(県庁７階)、県南広域振興局土木部

北上土木センター(北上合同庁舎３

階)、北上市都市計画課(江釣子庁舎２

階)

【意見書の提出】

変更案に意見がある場合は、住所、氏

名、意見を記載した書面(意見書)を縦

覧期間中(12月17日㈫の消印有効)に

岩手県知事あてに提出することができ

ます。

■提出先…〒020-8570盛岡市内丸10-1

岩手県県土整備部都市計画課(☎019-

629-5889)

わさびの粕漬けを作ってみよう
北上市憩いの森管理事務所　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎64-7447

■とき…12月７日㈯９時～12時

■ところ…憩いの森管理事務所集合

■参加料…500円

■定員…15人(先着順)

※小学生以下は保護者同伴が必要です。

■申し込み…11月30日㈯までに電話で

同事務所へ(11月25日･26日、12月２日

は休館)

冬の交通事故防止県民運動
北上市交通安全対策協議会　　　　　　　

　(事務局)地域づくり課☎72-8301

■期間…12月13日㈮～22日㈰

■スローガン…｢大丈夫？　昨日のお酒

も　気を付けて｣

■運動の重点…①冬道用タイヤ装着の

徹底②高齢者と冬休み中の子どもの交

通事故防止③スピードダウンの徹底④

飲酒運転の根絶

締切間近！きたかみ魅力発見

フォトコンテスト2019秋

11月30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
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展勝地ゆかりの地訪問
展勝地開園100周年記念事業実行委

員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　(事務局)都市計画課☎72-8279

■とき…12月12日㈭９時30分～16時ごろ

■ところ…展勝地公園第２･第３駐車

場集合

■内容…国見山仏教文化に深く関わる

北上川東岸の仏像を訪ねる(訪問予定

地:成
なるしまびしゃもんどう

島毘沙門堂や丹
たんないさんじんじゃ

内山神社(とも

に花巻市)など）

■定員…30人(先着順)

■参加料…無料(ただし、拝観料1,000

円程度と昼食代は各自負担）

■申し込み…12月４日㈬までに同事務

局へ

第５回すわチャレンジ2019
～てしごといちば～
スパット北上　　　　　　　　☎62-3400

　ハンドメイドアクセサリーや小物を

販売するマルシェです。

■とき…12月８日㈰11時～15時

■ところ…スパットビル２階(諏訪町

二丁目4-34)

産直あぜみち料理教室
JAいわて花巻　産直あぜみち　　　　　

　　　　　☎71-1338 ＦＡＸ  71-1339

　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

を開催します。

■とき…令和２年１月20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…リストランテ｢トレモロ｣の小

石川友樹氏

■定員…18人(申し込み多数の場合は

抽選)

■参加料…3,000円

※抽選結果を受けてから、１月10日㈮

までに店頭または振り込みでお支払い

ください。

■申し込み…12月２日㈪～25日㈬の間

に、ファクスまたは直接同産直へ

●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㈪、16日

㈪、23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㈪、16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)

ほいくしカフェ
岩手県社会福祉協議会保育士･保育

所支援センター　☎019-637-4544

　保育士の再就職について不安なこと

や知りたいことをお話ししませんか。

保育職の経験がある人や、仕事をする

か迷っている人、お子さま連れも歓迎

です(託児はありません)。雇用保険受

給中の人には、就職活動証明書を発行

します。

■とき…12月12日㈭10時30分～12時

■ところ…北上市総合福祉センターふ

れあいの間(和室)

■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

■定員…10人程度

(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…12月11

日㈬12時までに電話

で同センターへ

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…12月17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１階)

■内容…面接など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…10人(先着順)

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接同所へ
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※【　】内の数字は９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

38,491世帯【＋60】
 92,546人【 ＋1】
45,805人【＋21】
46,741人 【－20】

21件(186件)
0人(6人)

25人(237人)
188件(2,009件)

1人(19人)

1件(27件)

23件(218件)
176件(1,890件)

80件(852件)

　10月のデータ

６日㈮
　９時30分～12時30分

　14時30分～16時30分

８日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

13日㈮
　９時～11時30分
　

22日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

岩手県農業研究セン
ター
北上済生会病院

江釣子ショッピング
センター･パル

北上消防署

ツインモールプラザ
東館

12月の献血

Cafeさくらなみき
及川脳神経内科クリニック　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎65-3811

　物忘れや認知症、介護など、気にな

ることの相談や意見交換を気軽にしま

せんか？

■とき…11月30日㈯13時30分～15時30分

■ところ…同クリニック１階

■内容…ミニレクチャー｢コグニサイ

ズ｣(認知症予防のための運動)

■対象…どなたでも

■参加料…300円(飲み物･お菓子代)

■申し込み…不要

ひとり親家庭等特別法律相談
県南広域振興局保健福祉環境センター

北上分室　　　　　　　　　　☎65-2732

　離婚や親権、養育費などの困りごと

や悩みを弁護士に相談できます。

■とき…12月３日㈫10時～15時

■ところ…北上地区合同庁舎県南広域

振興局１階相談室

■対象…ひとり親家庭の母や父

■費用…無料

■申し込み…電話で同分室へ

放送大学入学生募集のお知らせ
放送大学岩手学習センター　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎019-653-7414

　令和２年４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:11月26日㈫～令

和２年２月29日㈯、第２回:令和２年

３月17日㈫まで

【大学説明会(予約不要)】

■とき…12月22日㈰13時30分～15時

■ところ…さくらホール

【オープンキャンパス(予約不要）】

■とき…12月14日㈯･15日㈰、令和２

年１月10日㈮～12日㈰、２月７日㈮～

９日㈰･22日㈯、３月７日㈯10時～11

時30分

■ところ…放送大学岩手学習センター

４階講義室(盛岡市上田三丁目18-8岩

手大学構内)

自衛官募集
自衛隊北上地域事務所 ☎63-6736

　自衛官を募集しています。申し込み

方法や試験日時や内容など、詳細はお

問い合わせください。

募集種目 受付期間 応募資格

自衛官
候補生

11月 28日㈭
～令和２年
１月６日㈪

令和２年４月１日
で 18 歳以上 33 歳
未満の男女

陸上自衛隊
高等工科学
校生徒

令和２年１
月６日㈪ま
で

令和２年４月１日
で 15 歳以上 17 歳
未満の男子

広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！

市税の納付は、口座振替または

コンビニ納付が便利です。


