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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(１月分)
農林企画課　　　　　　　　 ☎72-8237

　１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。

　また、希望に応じて４文字の言葉を

入れたオリジナルのロゴマークを制作

しますので気軽にご相談ください。カ

ラーも、ブルー・パープル・ピンクの

３色からお選びいただけます。

　使用を希望する場合は、同課へご連

絡ください。

※ロゴマークの申請方法など詳しくは、

市のホームページをご覧ください。

←オリジナルロゴマーク
　サンプル

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

　３月１日㈰～７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

スポーツ安全保険加入の案内
(公財)北上市体育協会☎67-6720

　同保険は、傷害保険、賠償責任保険、

突然死葬祭費用保険を組み合わせたも

のです。

■保険期間…４月１日～３年３月31日

■対象…４人以上のグループ

■申し込み…加入依頼書を使用して郵

便局で掛け金を支払い後、加入依頼書

と振替払込証明書を(公財)スポーツ

安全協会岩手県支部へ

※加入依頼書は、北上総合体育館、市

内体育施設、市スポーツ推進課(おで

んせプラザぐろーぶ３階)に備えてい

ます。広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！
参考資料集｢北上の足跡｣を

販売しています
　市史編さんのために収集した資料

をもとに作成した参考資料集を、１

冊1,000円で販売しています。

■販売場所…総務課(本庁舎２階)、

市史編さん室、生涯学習センター、博

物館本館

総務課市史編さん室　☎72-8309
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2020北上展勝地さくらまつり通
訳サポーターの募集
(一社)北上市国際交流協会　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎63-4497

　北上展勝地さくらまつりで活動して

いただく、外国人観光客の｢通訳サポー

ター｣を募集します。活動日は合計５

日間で、終日または半日の参加も可能

です。語学の力を生かしたい、試した

い人など大歓迎です。参加者には、交

通費と日当をお支払いします。

■とき…４月18日㈯･19日㈰、25日

㈯･26日㈰、29日(水･祝)10時～16時

■ところ…北上展勝地さくらまつり会

場内

■申し込み…４月３日㈮までに、申込

書を持参、ファクス、電子メールで同

協会へ

※申込書は、同協会(おでんせプラザ

ぐろーぶ３階生涯学習センター内)で

配布しているほか同協会のホームペー

ジからダウンロードできます。市のホームページにバナー広告を
掲載しませんか
都市プロモーション課　　☎72-8308

　市のホームページは月平均約80,000

件のアクセスがあり、市民のほか県内

外など、多くの人に閲覧されています。

　企業、団体などのＰＲ、ホームペー

ジのアクセス増加に、ぜひバナー広告

をご利用ください。

■広告掲載料…１枠当たり月額１万円

(消費税と地方消費税を含む)

■申し込み…ホームぺージ(トップペー

ジ下部)から申込書をダウンロードし、

広告図案(画像可)と一緒に持参または

郵送(〒024-8501住所記載不要)で同課

へ

令和２年度花き消費者研修受講生
募集
岩手県立農業大学校研修科(花きセン

ター)　　　　　　　 ☎0197-43-2107

　専門家から花苗の寄せ植えやコミュ

ニティガーデン(花壇)作りについて学

びます。

■コース…①寄せ植えコース(６月･11

月の全２回)②コミュニティガーデン

コース(５月･７月･９月･10月の全４

回)

■ところ…県立花きセンターフラワー

レッスンルーム(金ケ崎町六原頭無

2-1)

■定員…①40人②20人(各先着順）

■参加料…①各回2,000円②1,000円

(どちらも材料代)

■申し込み…３月２日㈪～27日㈮の平

日10時～16時の間に同校へ

令和２年度ふれあい看護体験
(公社)岩手県看護協会ナースセンター

事業部　　　　　　☎019-663-5206

　患者さんとのふれあいを通して、看

護の仕事や命の大切さについて理解を

深めます。

■とき…５月10日㈰～16日㈯

■ところ…病院、訪問看護ステーショ

ン、介護老人保健施設、介護老人福祉

施設、保健所、市町村の保健センター

など

■対象…看護職を目指す18歳以上の人

(高校生を除く)

■申し込み…３月13日㈮までに電話で

同事業部へ

※体験する日程、内

容は施設により異な

ります。詳しくは、

同事業部へ。

市税の納付は口座振替または

コンビニ納付が便利です。

キッズテニス教室令和２年度生募集
北上市テニス協会事務局　　　　　　　　　

　　　　　　　(菊池)☎　　　　64-1427

　　　　km-sporty1@ked.biglobe.ne.jp

　硬式テニスの基本からゲームまで、

楽しんでテニスに親しめるよう活動し

ます。

■とき…４月７日～３年３月31日の毎

週火曜日(全40回)18時30分～19時50

分

■ところ…江釣子勤労者体育センター

または村崎野体育館

■対象…小学１～４年生(令和２年度

の学年)

■受講料…月3,000円

■申し込み…氏名(ふりがな)、学校

名･令和２年度の学年、電話番号、保

護者名を記入し、ファクス、電子メー

ル、郵送(〒024-0081有田町9-28)で

同事務局へ

ＦＡＸ
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ドライフラワーを使ってハーバリ
ウムを作ってみよう
北上市憩いの森管理事務所　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎64-7447

　一緒にハーバリウム作りを楽しみませ

んか。

■とき…３月15日㈰９時～12時

■ところ…北上市憩いの森管理棟集合

■定員…15人(先着順)

※小学生以下は、保護者同伴でお願い

します。

■参加料…1,500円(材料代)

■申し込み…３月11日㈬までに同事務

所へ

第34回陸上自衛隊岩手駐屯地音
楽隊定期演奏会
陸上自衛隊岩手駐屯地司令業務室　　

　　  ☎019-688-4311(　　　256)

■とき…３月15日㈰15時～(開場は14

時15分)

■ところ…盛岡市民文化ホール(マリ

オス)大ホール

■入場料…無料(要入場整理券)

※会場で入場整理券を配布します。

■出演…岩手駐屯地音楽隊、岩手駐屯

地巖
がんしゅう

鷲太鼓部、岩手駐屯地さんさ踊り

部、駐屯地らっぱ隊および格闘班

■特別出演…第９音楽隊(青森市)、秋

田駐屯地音楽隊、岩手駐屯地音楽隊

OB･OG

内線

令和２年東日本大震災追悼夢灯り
黒沢尻22区有志の会　　　　　　　　　  　

　　　　(伊澤)☎090-7338-5924

　東日本大震災発生から３月11日で丸

９年になります。亡くなられた人、遺

族、沿岸の復興を願い追悼夢灯りを開

催します。

■とき…３月11日㈬18時～

■ところ…常盤台てんぼう公園(荒天

時:北上市総合福祉センター)

※北上市総合福祉センターとサンレッ

ク北上の駐車場をご利用ください。

■内容…物故者精霊塔･献花台、鬼剣

舞の供養念仏･舞、追悼の歌、夢灯り

第６回江釣子舞踊協会チャリ
ティーショー｢踊りと唄のまつり｣
江釣子舞踊民謡協会事務局　　　　　　　

　　  　　　　　　　　(後藤)☎77-2623

■とき…３月15日㈰12時～

■ところ…江釣子地区交流センター

■内容…股旅、演歌舞踊、マドロス、

民謡、出店

■入場料…無料

ＦＡＸ

にっぽん縦断こころ旅お手紙募集
NHKふれあいセンター　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　☎0570-066-066

　　　　　　　　　     　03-3465-1327

　NHK-BSプレミアムで放送予定の、

｢にっぽん縦断こころ旅(2020春の旅)｣

の旅のルートを決定するため、市内の

｢忘れられない場所、風景｣にまつわる

手紙を募集しています。

■県内の番組放送予定日…６月８日

㈪～12日㈮、15日㈪～19日㈮

■申し込み…４月20日(月・必着)までに住

所、氏名、電話番号、性別、年齢、思

い出の場所、風景にまつわるエピソー

ドを郵送(〒150-8001NHK｢こころ旅｣

係)またはファクスで同センターへ

※応募用紙は都市プロモーション課に

置いています。また、番組のホームペー

ジからも応募できます。

点訳･音訳･録音図書編集･ITサ
ポーター体験会参加者募集
岩手県立視聴覚障がい者情報センター

　　　　　　　　　 　 ☎019-606-1743

■とき…４月10日㈮①10時～11時②11

時～12時③13時～14時④14時～15時

■ところ…アイーナ４階視聴覚障がい

者情報センター内

■内容…①③点訳･音訳②④録音図書

編集･ＩＴサポーター

■参加料…無料

■申し込み…同センターへ

※当日の参加も可能です。
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3

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㈪、16日

㈪、23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㈪、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)

～高齢者なんでも相談～
シルバー110番
岩手県高齢者総合支援センター                      

☎0120-84-8584(フリーダイヤル)

　高齢者の皆さん、ご家族の皆さん、毎

日の生活の中で困っていること、悩んで

いること、知りたいことなどありません

か。一人で悩まず、お気軽にお電話くだ

さい。

■とき…月～金曜日９時～17時(祝日を

除く)

■相談料…無料

　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。

春山を楽しむ登山(鷲
わしがもりやま

ヶ森山)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…３月22日㈰８時30分～15時

※夏油温泉スキー場集合

■ところ…スキー場～横岳～丸子峠～

鷲ヶ森山

■参加料…3,000円(保険料、ゴンドラ

乗車賃含む)

※スノーシュー・ストックは別途500円

で貸し出します。

■申し込み…３月17日㈫

までに同課へ

ゼロから始める女性のためのジョ
ギング教室(ＺＥＲＯジョ)
ランニングクラブＺＥＲＯ　　　　　　　　　

いわて北上マラソン実行委員会     　

(事務局)スポーツ推進課☎72-8270

　　　          runteamzero＠gmail.com

　ランニング初心者のためのジョギン

グ教室です。レベルに合わせウォーキ

ングからランニングまでの３コースを

設置。10月開催のいわて北上マラソン

５km、10km出場を目指します。

■とき…４月18日㈯～10月11日㈰(各

コース全10回)

■ところ…展勝地、北上総合運動公園

■コース…①運動不足解消コース②

ジョギングビギナーコース③ジョギン

グレベルアップコース

■対象…ランニング初心者の女性

■定員…各20人(多数の場合は抽選）

■参加料…5,000円(保険料、事務費用

含む)

■申し込み…４月５日㈰

までに、電子メールで同

団体へ
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※【　】内の数字は12月末との比較。

　 (　)内の数字は令和２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

38,666世帯【＋38】

 92,533人【－23】
45,831人【 －1】
46,702人 【－22】

18件(18件)
0人(0人)

21人(21人)
259件(259件)

2人(2人)

1件(1件)

21件(21件)
194件(194件)
73件(73件)

　１月のデータ

４日㈬
　９時30分～11時
　12時～13時
　14時30分～16時30分

８日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

12日㈭
　15時～17時

15日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

26日㈭
　９時30分～11時
　
　15時～16時30分

ハートパルきたかみ
㈱ツガワ北上工場
医療法人社団花北
病院

江釣子SCパル

㈱西部開発農産

ツインモールプラザ
東館

岩手県企業局県南
施設管理所
東北ポール㈱北上工
場

３月の献血

解決の糸口を見つけに行こう！
消費者信用生活協同組合北上事務所

☎0120-101-612(フリーダイヤル)

　同組合は市と連携して無料の生活再

建相談事業を行っています。お金の問

題、遺産相続、公共料金の滞納、DV･離

婚問題などご相談ください。

■とき…３月７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(おでんせプラザぐろーぶ２

階)

※事前予約が必要です。

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…５月８日㈮～10月30日㈮

■対象…再就職に意欲のある人

■募集科…①CAD/NCオペレーション科

②設備メンテナンス科

■定員…①15人②12人

■受講料…無料

■選考日…４月９日㈭

■申し込み…３月２日㈪～24日㈫の間

に、お近くのハローワークへ

【施設見学会】

■とき…３月４日㈬、11日㈬、18日㈬

９時15分～12時30分

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…３月17日㈫10時～12時

■ところ…ジョブカフェさくら(北上

地区合同庁舎内)

■内容…面接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

英語レッスン
ニチイキッズ北上本通り保育園　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎64-3977

　一緒に英語の歌やゲームで楽しみま

せんか。

■とき…３月５日㈭、12日㈭９時50

分～10時20分

■対象…０～２歳の未就園児とその保

護者、産前産後休暇中の人

■参加料…無料

■申し込み…電話または直接、同園へ

社交ダンス講座
北上市民ダンススポーツ同好会　　　　

　　　　 (伊藤)☎090-7320-9268

　プロの指導が受けられます。初心者

歓迎！見学も随時行っています。

■とき…３月13日㈮11時～13時、24日

㈫、４月６日㈪、13日㈪、５月４日

(月･祝)、18日㈪13時～14時

■ところ…さくらホール小ホール

■参加料…１回500円

■申し込み…電話で同会へ


