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【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが

中止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

第61回北上･みちのく芸能まつ
り市民協力金
北上･みちのく芸能まつり実行委員会

(事務局)北上観光コンベンション協会

                                ☎65-0300

　８月６日･７日に開催する同芸能ま

つりへのご協力をお願いします。

■協力金…一口1,000円

■協力方法…郵便振替の場合は、名義

｢北上みちのく芸能まつり運営委員会｣

番号｢02230-2-50311｣、直接持参する

場合は９時～17時に同協会(おでんせ

プラザぐろーぶ１階)へ(土･日曜日、

祝日を除く)

豚熱ウイルスの拡散防止にご協
力ください
岩手県県南家畜保健衛生所

                     ☎0197-23-3531

　野生イノシシの間で豚熱が広がって

います。人に感染することはありませ

んが養豚場には近づかず、山林に入っ

た際は、靴の泥を山で落とすなど、ウ

イルスを持ち込まないようにしましょ

う。また、イノシシの死骸を発見した

場合は同所までお電話ください。

セーフティトライ100参加チー
ム募集
北上市交通安全対策協議会事務局

(地域づくり課内)　　　　☎72-8301

　市民の運転マナーの向上と安全運転

の習慣付けを図るため、チーム単位で

100日間無事故･無違反に挑戦します。

なお、全員が達成した場合は賞賛状と

記念品を贈呈します。

■実施期間…７月15日㈮～10月22日㈯

■対象…市内在住または在勤の自動車

運転免許証取得者で編成する、職場や

団体、地域などを単位とした５人以上

のチーム

■参加料…１人につき1,000円

■申し込み…７月14日㈭までに申込書

に必要事項を記載の上、直接同事務局

(おでんせプラザぐろーぶ３階生涯学習

センター内)へ

※申し込みに必要な書類は、同

協議会の窓口または市のホーム

ページから入手できます。

トロッコ流しと花火の夕べ｢プ
ライベート花火｣募集
北上･みちのく芸能まつり実行委員会

(事務局)北上観光コンベンション協会

                     ☎65-0300

　自分だけのメッセージを添えて花火

を打ち上げませんか。特典として観覧

券と打ち上げ証明書を進呈します。

■とき…８月７日㈰19時30分～

■定員…10人(先着順)

■打ち上げ料…３万円(７号玉１発)、

５万円(８号玉１発）、10万円(７号玉

２発･８号玉１発の計３発、または10

号玉１発）、15万円(スターマイン）

■申し込み…７月８日㈮までに申込書

に必要事項を記載の上、直接同協会

(おでんせプラザぐろーぶ１階)へ

※詳しくは同まつりのホーム

ページをご覧ください。

｢鮎釣り教室｣参加者募集
和賀川淡水漁業協同組合

☎64-7473 kyon105@hotmail.com

■とき…８月20日㈯９時～11時30分

■ところ…和賀川グリーンパーク

■対象…県内在住の小学４年生以上

(小学生は保護者同伴)

■定員…20人(先着順)

■参加料…高校生まで無料(18歳以上

は日釣券1,500円)

■申し込み…８月１日㈪までに電話ま

たはメールで同組合へ

消費生活サポーター募集
岩手県立県民生活センター

　　　　　　　　    　☎019-624-2586

       　　　　019-624-2790

             CB0001＠pref.iwate.jp

　消費生活に関する情報を地域や団体

に伝えたり、県に情報提供するなど、

地域における啓発活動の担い手として

活躍するボランティアです。

■応募資格…消費者問題に関心があ

り、県内在住で満18歳以上の人

■登録期間…県が登録申し出を受理し

た日から３月31日まで

■申し込み…申込書に必要事項を記載

の上、郵送(〒020-0021盛岡市中央通

三丁目10-2)またはファクス、メールで

同センターへ

※申込書は県のホームページ

から入手できます。

ＦＡＸ
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第13回親水公園お滝さん水車ま
つり～あじさいと郷土芸能と～

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…７月２日㈯～10日㈰10時～17時

■ところ…親水公園お滝さん、黒岩ま

ん中広場

■内容…地場産品の販売、郷土芸能公演

(黒岩太神楽、黒岩太鼓、黒岩鬼剣舞)

※３日㈰14時～の郷土芸能公演は雨天

中止になる場合があります。夏休み子ども体験教室
(一財)きたかみ地域振興財団                          

                               ☎72-2915

      k-zaidan@ginga-net.ne.jp

■とき…７月25日㈪９時30分～13時30

分(受け付け９時～)

■ところ…ふるさと体験館｢北上｣

■内容…鈴鴨川の水質調査(雨天時は

ネイチャーゲーム)、スイカ割り

■対象…市内小学生(１～３年生は保

護者同伴)

■定員…20人(先着順)

■参加料…800円(昼食･保険代)

■申し込み…７月18日(月･祝)までに電

話またはメールで同財団へ

深緑夏油 夏まつり
いで湯までのラインを楽しむ会事務局                         

　　　　(千田) ☎090-3984-0717

     　 banff@utopia.ocn.ne.jp

　きたかみ牛の大試食会や地元農産物

の販売、各種出店のほか、ステージイ

ベントなど家族で楽しめる２日間です。

■とき…７月23日㈯･24日㈰10時30

分～16時

■ところ…瀬峯坂温泉宝珠の湯駐車場

特設会場

※新型コロナウイルス感染症対策のた

め、来場の際はマスクを着用願います。

武術太極拳を体験しませんか
北上太極拳同好会事務局

　　　　　　　　    　(髙橋)☎66-6530

■とき…７月14日㈭以降の毎週木曜日

13時30分～15時30分(準備運動13時～)

■ところ…サンレック北上体育室

■対象…どなたでも

■申し込み…７月７日㈭までに電話で

同事務局へ

※入会を希望する場合はお問い合わせ

ください。

夏期スポーツ教室
(公財) 北上市体育協会  ☎67-6720

ヨガ

■とき…７月４日㈪、11日㈪、26日㈫、

８月１日㈪、８日㈪(全５回)10時30

分～11時30分

■対象…18歳以上

■参加料…１回500円

いきいきシニア倶楽部

■とき…７月毎週水曜日、８月17日㈬、

31日㈬(全６回)10時～12時

■対象…60歳以上

■参加料…１回500円、６回2,400円

共通事項

■ところ…北上総合体育館

■申し込み…電話で同協会へ

■定員…各回30人(先着順)

ほいくしカフェ
岩手県保育士･保育所支援センター                      

                   　☎019-637-4544

■とき…７月26日㈫10時～12時

■ところ…ふれあいランド岩手第１教

養室(盛岡市三本柳8-1-3)

■内容…アドバイザーの就職体験談、

コーディネーターによる保育に関する

情報提供、参加者同士の意見交換など

■対象…保育所で働いていない有資格

者、保育士として再就職に迷う有資格者

■申し込み…７月25日㈪12時

までに申し込みフォームまた

は電話で同センターへ

新編北上市史刊行予定の延期新編北上市史刊行予定の延期

総務課市史編さん室　☎72-8309総務課市史編さん室　☎72-8309

 ５月 ５月末に刊行を予定していた末に刊行を予定していた

資資料編｢古代･中世｣は９月末に料編｢古代･中世｣は９月末に

刊刊行を延期します。行を延期します。

７月は国民健康保険税、介護保険料

第１期、固定資産税第２期の納期で

す。口座振替日は25日です。前日ま

でに預金残高を確認しましょう。
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【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが

中止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

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】14日㈭、21日㈭、28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】４日㈪、11日㈪、25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】４日㈪

【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45分

【ところ】学校教育課

●婦人相談(子育て世代包括支

援センター☎64-7573)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)９時15分～16時

【ところ】同センター(hoKko内)

●家庭児童相談(子育て世代包

括支援センター☎64-7574)

【とき】月～金曜日(祝日を除

く)８時30分～17時15分

【ところ】同センター(hoKko内)

●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】28日㈭14時～17時(行政

書士に相談する場合は要予約)

【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)

映画上映会｢長いお別れ｣
北上市地域婦人団体協議会事務局

        (菅野)☎080-6032-9245

　認知症になった父と向き合うことで、

自分自身を見つめ直していく物語です。

■とき…７月24日㈰①10時～②13時30

分～③17時30分～(開場は各30分前)

■ところ…さくらホール中ホール

■観覧料…大人1,000円、小中高生500円

※前売り券は、同協議会会員、江釣子

ショッピングセンターパル、さくらホー

ルなどで取り扱っています。収益の一

部を北上市社会福祉協議会の福祉基金

に寄付します。

わっこと一緒にピンピンキラリ
地域包括支援センターわっこのわ

                               ☎62-3247

　ポールウォーキング、きたかみいき

いき体操体験、薬剤師のお薬相談など

を行います。

■とき…７月１日㈮10時～15時

■ところ…地域包括支援センターわっ

このわ(和賀町総合福祉センター内）

■対象…どなたでも

みちのく民俗村各種イベント
みちのく民俗村                  

　　　　 ☎72-5067 ＦＡＸ 72-5074

　　　　 michinoku.fv@gmail.com

展勝地がいあ市バザール街道107｢アラ

ド楽土市｣

■とき…(７月以降)７月23日㈯･24日

㈰、８月27日㈯･28日㈰、９月17日㈯～

19日(月･祝)、9月23日(金･祝)～25日㈰、

10月みちのく民俗村まつり開催期間中

９時～15時(雨天決行、荒天中止)

■内容…手仕事作品、手作り体験、地

場産食材を使った食品の販売など

※中止の場合は７時にブログでお知ら

せします。

第３回岩手のクラフト村inみちのく民

俗村～展勝地･みちのく民俗村 手から

手'22～

■とき…７月16日㈯～８月７日㈰10

時～16時

■内容…クラフト作品の展示販売、

ワークショップ(開催日要確認)

共通事項

■ところ…同村

北上市交通安全対策協議会

(事務局)地域づくり課☎72-8301

夏の交通事故防止県民運動
７月15日㈮～24日㈰

｢『締めました！』　

   　乗る人みんなの 合言葉｣

運動の重点

●暑さなどによる過労運転の防止

● 高齢者と夏休み中の子どもの交通事

故防止

● 全ての座席のシートベルトとチャイ

ルドシートの正しい着用の徹底

●飲酒運転の根絶

スローガン

－７月の各種行事など－
ここども食堂キッチンすまいるども食堂キッチンすまいる
①１日㈮②８日㈮③15日㈮17時～19時
/①黒沢尻北地区交流センター②黒沢尻
東地区交流センター③黒沢尻西地区交
流センター/キッチンすまいるの会(菊
池)☎090-6454-3210

不不登校ひきこもりの親の会茶話会登校ひきこもりの親の会茶話会
16日㈯10時～12時/ワラタネスクエア
(本通り二丁目3-38)/紙ふうせんの会
(後藤)☎090-4888-1210

認認知症カフェふらっと知症カフェふらっと
18日(月･祝)13時30分～14時30分/日本
現代詩歌文学館/長寿介護課☎72-8221

※｢とき/ところ/問い合わせ先｣の順番で
記載しています。行事などの詳細は主催者
へお問い合わせください。
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【注意】新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載しているイベントなどが

中止･延期になっている場合があります。お出掛け前にご確認ください。

日本現代詩歌文学館俳句講座
日本現代詩歌文学館   　  

　　　　　☎65-1728 ＦＡＸ 64-3621

　　　　　 shiika@shiikabun.jp

入門講座(全４回)

■とき…７月19日㈫、26日㈫、８月２

日㈫13時30分～16時、11日 (木･祝)13

時～17時

■対象…未経験者、初心者

■講師…岩手県俳句連盟会長の白濱一

羊氏

■申し込み…直接または電話、ファク

ス、メールで同館へ

実作講座(各班全３回)

■とき…【１班】８月25日㈭、９月15

日㈭、10月27日㈭【２班】８月26日㈮、

９月16日㈮、10月28日㈮【３班】11月

17日㈭、12月15日㈭、令和５年１月19

日㈭【４班】11月18日㈮、12月16日㈮、

令和５年１月20日㈮

※時間は１･３班は14時～16時、２･４

班は10時～12時です。

■対象…実作経験者

■講師…同館館長の高野ムツオ氏

■申し込み…７月１日㈮から直接また

は電話、ファクス、メールで同館へ

共通事項

■ところ…同館２階会議室

■定員…20人(先着順)

■受講料…2,000円(学生、引率教員は

無料)

ジョブカフェさくら各種講座
ジョブカフェさくら    　  ☎63-3533

就活サポートセミナー基本のきプラス

｢見極めが重要！求人票の見方｣

■とき…７月19日㈫10時～12時

■内容…ゲームをしながら求人票の見

方を考える、求人票の見方の解説

■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)

若手経営者層に聞く！｢しごと･トーク

ライブ｣

■とき…７月22日㈮10時～12時

■内容…コピーライター/クリエイティ

ブディレクターの小澤政行氏による話

と意見交流

■対象…一般求職者、学生など

■定員…10人(先着順)

共通事項

■ところ…ジョブカフェさくら

■申し込み…電話または直接同所へ

第19回歴史 ･ 文化講座 ｢ 青空法
話｣
和賀地区交流センター　 ☎72-2215

■とき…７月16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…平泉中尊寺仏教文化研究所

長･佐々木邦世師による法話『世の中こ

のような時こそ…｢心を耕す｣ことばと

の出逢いを』

県立中部病院｢市民公開講座｣
岩手県立中部病院地域医療福祉連携室 

　　　　　　☎71-1511 ＦＡＸ 71-1881

         EA1013＠pref.iwate.jp

■とき…８月４日㈭15時～16時30分

(開場14時30分～)

■ところ…さくらホール中ホール

■内容…中部圏域と中部病院の現状、

糖尿病、食事療法

■定員…100人(先着順)

■申し込み…７月29日㈮までに電話ま

たは申込書をファクス、メールで同連

携室へ

※申込書は同病院のホーム

ページから入手できます。

第87回北上ユネスコ講演会
北上ユネスコ協会講演会部

        (三宅) miyake12@gmail.com

           　　　　　 (髙橋)☎67-3546

■とき…７月３日㈰14時～15時30分

■ところ…生涯学習センター第１学習室

■内容…元県内小中学校長の川村庸子

氏による講演｢フィンランドの街と学

校～平等な教育を求めて｣

オープンキャンパス｢全コース&
全機器体験！北コンフェスタ｣
北上コンピュータ･アカデミー                   

     　　　　　　　　　　　　　　 ☎64-6551

■とき…７月23日㈯･24日㈰10時～12時

■ところ…同校

■内容…学校説明･見学、全コース･全

機器体験コーナーなど

■対象…高校生、既卒者、保護者

■申し込み…７月22日㈮13時

までに電話または同校のホー

ムページから

親子ツリークライミング
きたかみ里山クラブ

      (小笠原)☎090-4884-1412

■とき…７月24日㈰10時～

■ところ…らいじんの森(黒岩10-40)

■定員…親子10組(先着順)

■申し込み…７月15日㈮までに電話で

同クラブへ

※このイベントは｢いわての森林づく

り県民税｣を活用して行うものです。
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８日㈮
　９時30分～11時30分
　12時30分～13時30分
　
10日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

20日㈬
　15時～17時

24日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

31日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

北上消防署
北上警察署

江釣子SCパル

北上済生会病院

サンデー北上江釣子
店

DCMホーマック北
上藤沢店

７月の献血

※【　】内の数字は４月末との比較

　 (　 )内の数字は令和４年１月からの累計

●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

40,585世帯【＋ 98】

92,156人 【＋ 37】
46,087人【＋ 36】
46,069人 【＋　1】

7件(　 36件)
1人(　  1人)

11人(　 43人)
163件(1,244件)
2人(　  9人)

4件( 　13件)

17件(   64件)
189件(  917件)
73件(  458件)

５月のデータ

広報紙をスマホ、タブ

レット端末からご覧い

ただけます！

こころの健康相談
岩手県中部保健所☎0198-22-2331

　心の病気や認知症、アルコールによ

る問題などでお悩みの人に精神科医師

による専門相談を行います。

■とき…８月３日㈬、10月５日㈬、12

月７日㈬、令和５年２月１日㈬14時～

16時30分

■ところ…北上地区合同庁舎１階

■申し込み…電話または直接同所へ

いわて男女共同参画サポーター
養成講座
岩手県男女共同参画センター   　  

　　　　　　　　　　　　☎019-606-1761 

　　　　　　　　　 ＦＡＸ 019-606-1765

　　　　　 　　　 danjo@aiina.jp

　男女共同参画の基礎知識や多様性、

DV防止、復興防災などをテーマとした

講座（限定公開のYouTube動画配信によ

る視聴）です。受講すると、｢いわて男

女共同参画サポーター｣として岩手県知

事から認定されます。

■とき…９月１日㈭～令和５年１月10

日㈫

■対象…県内に在住、勤務、通学して

いる人

■申し込み…７月25日㈪までに

申し込みフォームまたはファク

ス、メールで同センターへ

※動画配信の視聴のほかに地域参集講

座があります。市内在住の受講者には、

市が交通費を負担します（先着３人）の

で、地域づくり課(☎72-8300)へお問

い合わせください。

第1回介護･保育･福祉の就職相
談会
岩手県福祉人材センター   　  

　　　　　　　　　　　☎019-637-4522

　　　　　　　　　　　　　019-637-9612

■とき…７月30日㈯13時～15時40分

（受け付け12時30分～）

■ところ…ホテルメトロポリタン盛岡

本館４階｢岩手｣｢姫神｣(盛岡市盛岡駅

前通1-44)

■内容…介護事業所、保育所、児童･障

がい者施設の就職個別相談、同セン

ターなどによる就労相談

■申し込み…７月27日㈬まで

に申し込みフォームまたは電

話、ファクスで同センターへ

ＦＡＸ

納税相談臨時窓口納税相談臨時窓口
市税の納付や相談にご利用ください。市税の納付や相談にご利用ください。

電話での相談も受け付けます。電話での相談も受け付けます。

■とき…■とき…７月31日㈰９時～16時30分７月31日㈰９時～16時30分

■ところ…■ところ…本庁舎地下食堂本庁舎地下食堂

※直接、地下食堂出入口からお入りください。※直接、地下食堂出入口からお入りください。

収納課　☎72-8253収納課　☎72-8253

北上第１･第２ソーラー発電所北上第１･第２ソーラー発電所
(かむいソーラー)(かむいソーラー)
発電状況(５月分)発電状況(５月分)

この発電で得られた収益は、市のこの発電で得られた収益は、市の

再生可能エネルギーの導入やエネ再生可能エネルギーの導入やエネ

ルギー利用の効率化を推進するたルギー利用の効率化を推進するた

めに活用しています。めに活用しています。

■発電量(前年同時期)■発電量(前年同時期)

　第１：　第１：211,118211,118kWh(188,143kWh)kWh(188,143kWh)

　第２：　第２：129,485129,485kWh(171,156kWh)kWh(171,156kWh)

この発電量は、この発電量は、929929世帯の１カ月分の電世帯の１カ月分の電
気使用量に相当します。気使用量に相当します。
※環境省｢家庭からの二酸化炭素排出量の推※環境省｢家庭からの二酸化炭素排出量の推
　計に係る実態調査 全国試験調査｣から算出　計に係る実態調査 全国試験調査｣から算出

環境政策課　☎72-8281環境政策課　☎72-8281


