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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。

企画展｢なつかしい昭和初期の食と
道具｣～昭和初期の食卓の風景～
農業科学博物館　　　　　☎68-3975

　昭和初期の食の風景と、使われてい

た食の道具を紹介しています。

■とき…令和２年１月31日㈮までの９

時～16時30分(入館は16時まで)

■ところ…同館(飯豊3-110)

市税の納付は、口座振替または

コンビニ納付が便利です。

第16回俳句まつり
日本現代詩歌文学館　　☎65-1728

　優秀作品の表彰や、俳句を取り入れ

た遊びを行います。

■とき…11月９日㈯13時～16時

■ところ…同文学館

■内容…表彰式(13時～)、｢俳句であ

そぼ｣(14時ころ～)

■参加料…無料

市内産林産物の放射性物質簡易検
査結果(９月分)
農林企画課　　　　　　　　☎72-8237

　キノコ(ボリメキ)２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。

婚活パーティー参加者募集
北上市社会福祉協議会　☎64-1212

　本格イタリアンを楽しみながら、す

てきな出会いを見つけませんか。

■とき…11月29日㈮18時30分～21時30分

■ところ…Cafe&Italian O
オ ラ ー ノ

LLANO

■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35

歳以上44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、10月中に申し込むと500円の

割り引きがあります。

■申し込み…11月15日㈮15時までに同

協議会へ

第３回ハーブのある暮らし
農業振興課　　　　　　　　☎72-8239

■とき…11月９日㈯10時～12時

■ところ…夏油古民家カフェkobiru

■内容…ポプリ作り体験、ハーブの冬

越しの話、ハーブの料理レシピ提案と

反省会(食事、ドリンク付き)

■定員…20人

■参加料…1,500円

■申し込み…11月１日㈮までに同課へ

岩手中部クリーンセンター施設見
学会
岩手中部広域行政組合 ☎72-8286

　燃えるごみの処理がどのように行わ

れているか、実際に施設を見学してみ

ませんか。申し込みは不要です。

■とき…11月10日㈰10時～12時(受け

付けは11時30分まで)

■ところ…岩手中部クリーンセンター

管理棟、工場棟

■内容…施設紹介ビデオ放映、施設見学

子どもたちの力になりませんか
岩手県福祉総合相談センター児童女

性部　　　　　　　　☎019-629-9608

　県内には保護者の病気などいろいろ

な理由から親元で暮らすことが困難な

子どもたちがいます。子どもの健やか

な成長のためには、大人の温かい愛情

と安定した家庭的な養育環境が必要で

す。県では子育てに愛情や熱意を持つ

里親を募集しています。詳しくは同セ

ンターまでお問い合わせください。

プレミアム付商品券購入引換券の
申請期限が近付いています
北上市プレミアム付商品券事業推進班

　　　　　　　　　　☎0800-800-0157

　令和元年度の住民税が課税されない

人がプレミアム付商品券を購入するに

は購入引換券の交付申請が必要です。

対象と思われる人にはすでに申請書を

送付しています。購入希望者はお早め

に申請してください。

■申請期限…11月29日㈮

※郵送の場合は当日消印有効です。
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第２回公開講座
北上コンピュータ･アカデミー　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　☎64-6551

■とき…11月17日㈰[①Excel講座②

PowerPoint講座]10時～16時、[③親子

でロボットプログラミング]10時～12時

(受け付けは９時30分から)

■ところ…同校

■受講料…1,000円(会員企業の従業

員とその家族は無料)のほか、①2,100

円②1,300円のテキスト代

■定員…各20人(先着順)

■申し込み…10月28日㈪～11月７日㈭

９時～17時の間に電話で同校へ

※Excel、PowerPoint講座は2016バー

ジョンで実施します。

就活セミナー基本のき！｢応募書
類の書き方｣
ジョブカフェさくら　　　　☎63-3533

■とき…11月19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…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

■申し込み…電話または直接

同所へ

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

　令和２年１月開始コースを募集します。

■訓練期間…令和２年１月７日㈫～６

月30日㈫

■対象…再就職に意欲のある人

■募集科･定員…金属加工科12人、電

気設備エンジニア科12人、建築CAD施

工科15人

■受講料…無料

■選考日…12月５日㈭

■申し込み…11月１日㈮～26日㈫の間

に、お近くのハローワークへ

【施設見学会】

■とき…11月６日㈬、13日㈬、20日㈬

９時15分～12時30分

第29回患者の学校
ペイシェントアクティブびわの会 

　　　　　　　(高橋)☎ ＦＡＸ  64-0008

■とき…11月16日㈯14時～

■ところ…生涯学習センター第１学習室

■内容…北上済生会病院副院長の柴内

一夫氏による講演｢新北上済生会病院

への期待！～地域に密着した病院

に～｣

■定員…50人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…電話またはファクスで同

会へ

上級救命講習会
北上地区消防組合消防本部警防課　 

　　　　　　　　　　　　　　　　☎65-5176

■とき…11月17日㈰８時50分～17時30

分(受け付けは８時30分から)

■ところ…北上消防署大会議室

■内容…心肺蘇生法･AED使用方法･そ

の他の応急手当

■対象…市内または西和賀町に在住･

在勤･在学する中学生以上の人

■定員…30人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…11月13日㈬までに同課へ

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…12月９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…ラ･タヴェルナの渡邉善
よしひろ

洋氏

■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、店頭または

振り込みでお支払いください。

■申し込み…11月２日㈯～25日㈪の間

に、ファクスまたは直接同産直へ

デザインフォーラム2019inきた
かみ
きたかみDESIGNネットワーク　　　　

　   　　　　　　　☎090-7667-8634 

　　　 s-sekkei@mx5.et.tiki.ne.jp

　市の景観賞のこれまでを振り返り、

今後のあり方について、講演会とパネ

ルディスカッションを通して考えます。

■とき…11月２日㈯13時30分～16時30

分(受け付けは13時15分から)

■ところ…さくらホール小ホール

■内容…弘前大学大学院地域社会研究

科研究科長の北原啓司氏による講演会

｢景観賞を科学する!?｣、パネルディス

カッション

■定員･受講料…50人･無料

■申し込み…電子メールで同ネット

ワークへ
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11

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】11㈪、18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】18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】28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)

冬休み！親子県議会教室
岩手県議会事務局議事調査課　　　　　

　　　　  　 　　　　☎019-629-6022

　　　　　　　　　 gikai@pref.iwate.jp

　県議会クイズや探検など親子で楽し

く県議会を体験してみませんか。

■とき…12月26日㈭13時～15時30分

(受け付けは12時15分～12時45分)

■ところ…岩手県議会議事堂(盛岡市

内丸10-1)

■対象…県内の小学校･義務教育学校

に通う５･６年生の児童と保護者

■定員…20組40人程度(先着順)

■申し込み…11月15日㈮～29日㈮の間

に、親子の名前(ふりがな)、学校名、

学年、電話番号を記入し電子メールで

同課へ

講演｢みんなが幸せになるお金の
話｣
いわてモモの経済哲学会　　　　　　　　

　　　   (藤本)☎080-7040-5818

　　　　　　 sakurajapon5@gmail.com

　お金の発行の仕組みを知れば、世の

中の今が見えてきます。仕組みを知っ

てワクワクする未来を創ろう！

■とき…11月５日㈫18時～21時

■ところ…日本現代詩歌文学館講堂

■講師…大西つねき氏

■参加料…事前予約2,000円、当日2,500

円(未成年、学生は無料)

■申し込み…同会へ

高齢者のための｢介護の仕事｣
職場体験会
日建学院盛岡校☎019-659-3900

■とき…11月15日㈮10時～12時

■ところ…あったかいごグループホー

ム大堤ほか２施設

■内容…介護補助業務を体験し、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…８人(先着順)

■受講料…無料

■申し込み…11月13日㈬までに同校へ

※岩手労働局の委託事業です。

令和２年度学生募集
県立千厩高等技術専門校　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　☎0191-52-2125

■募集科…自動車システム科

■資格など…高等学校を卒業した人

(令和２年３月卒業見込みを含む)。ま

たはこれと同等以上の学力を有すると

認められる人

■募集人数…定員(20人)の1/3程度

■申し込み…11月11日㈪～22日㈮の間

に出願書類を同校へ

【選考試験】

■とき…12月６日㈮

■ところ…同校(一関市千厩町千厩字

神ノ田60-1)

■試験方法…面接、筆記試験(国語総

合(古文、漢文を除く)、数学Ⅰまでの

範囲から出題)

公開講演｢ブラックホール撮影~
プロジェクトの舞台裏~｣
県立中部病院臨床検査技術科　　　　　

　　　　　　　　　　　　(渡
わたなべ

部)☎71-1511

　第24回岩手県医学検査学会の公開講

演の中で、国立天文台水沢VLBI観測所

の田崎文
ふみえ

得氏の講演を行います。

■とき…11月17日㈰14時～15時30分

■ところ…日本現代詩歌文学館

■参加料…無料

■申し込み…不要
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※【　】内の数字は８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

38,431世帯【＋45】
 92,545人【＋42】
45,784人【＋27】
46,761人 【＋15】

18件(165件)
1人(6人)

22人(209人)
180件(1,821件)

2人(18人)

2件(26件)

26件(195件)
162件(1,714件)

82件(772件)

　９月のデータ

８日㈮
　10時～11時

　15時～17時

10日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

22日㈮
　９時30分～10時30分
　12時～13時

24日㈰
　10時～12時
　13時30分～16時30分

JAいわて花巻和賀
町支店
市役所江釣子庁舎

江釣子ショッピング
センター･パル

北上金属工業(協組)
谷村電機精機㈱

イオンタウン北上

11月の献血

広報紙をスマホ、タブレット端末

からご覧いただけます！

高齢者･障がい者なんでも110番
東海林法律事務所　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　☎019-623-9511

　法律・介護・福祉サービス・年金など

幅広い分野の相談に電話と面接で応じ

ます。秘密は厳守します。

■とき…11月13日㈬13時～17時

■対象…高齢者・障がい者とその家族、

関係者

■相談料…無料

■電話相談…019-625-0110

■面接相談…岩手県福祉総合相談セン

ター３階(盛岡市本町通

三丁目19-1)

イイ歯デーテレホン相談
岩手県保険医協会歯科部会 

　　　　　　　　　　　☎019-651-7341

　歯や口に関する悩みについて何でも

ご相談ください。

■とき…11月８日㈮10時～19時

■相談ダイヤル…019-651-7341

■料金…無料

※回答は19時以降となります。受付時

間に相談を受け付けた後、同

協会歯科医師から折り返し電

話します。

消費税軽減税率電話相談センター
国税庁　　　 URL  https://www.nta.go.jp

　消費税の軽減制度に関する一般的な

ご質問やご相談を受け付けます。音声

ガイダンスに沿って知りたい内容の番

号を選択してください。

・適用される品目が知りたい人→｢１｣

・帳簿、請求書などの書き方が知りたい

人→｢２｣

・その他のことについて知りたい人

→｢３｣

■電話番号…0120-205-553

■受付時間…９時～17時(土･日曜日、

祝日を除く)

※10月26日㈯･27日㈰は相談を受け付

けます。

身体障がい者巡回相談(整形外科)
福祉課　　　　　　　　　　　 ☎72-8214

■とき…12月６日㈮10時30分～12時30

分(受け付けは11時まで)

■ところ…北上市総合福祉センター

■内容…補装具の購入や借り受け、修

理の要否や適合に係る判定

■対象…整形外科に関する障がいがあ

る人

■持ち物…身体障害者手帳、認め印

※修理を依頼する人は修理に必要な補

装具、適合判定の人は直近に交付され

た補装具をお持ちください。

■申し込み…11月22日㈮ま

でに同課へ

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(0) 10(0) 4(-1) 2(0) 3(0) 1(0) 22(-1)

人数 4(0) 14(0) 13(-2) 4(0) 4(0) 1(0) 40(-2)

※( )は６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)　  (９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。




