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7 月のデータ

※ 【　】 内の数字は前月末（６月30日現在）との比較。 （　） 内の数字は平成29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

　
16件
0人
22人
180件
9人

　
（109件）
（0人）
（134人）
　（1,409件）
（23人）

　
 0件

19件
173件
79件

　
（25件）

（130件）
（1,202件）
（538件）

37,185
92,894
45,691
47,203

世帯
人
人
人

【　＋　6】
【　－36】
【　－17】
【　－19】

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 ＦＡＸ  63-8378

　８月30日(水)～９月５日(火)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。

筝
こと

・尺八ミニコンサート

△

とき…９月10日(日)午後１時30分～△

ところ…さくらホールミュージック
ルーム１△

入場料…無料

修声会　　　　 　 (門脇)☎67-2680

消費者信用生活協同組合北上事務所  
　　　　　　　   ☎0120-101-612

くらしやお金に関する相談会
～解決の糸口を見つけに行こ
う！～

　

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９日(土)午前10時～午後
４時△

ところ…同所(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(多重債務問題な
ど)、遺産相続、不動産売買、税金
など公共料金の滞納、DV・離婚問題、
依存症問題、その他くらしに関する悩
み事
※同所へ予約の上、お越しください。

菊とくらしの企画展

△

とき…９月９日(土)午前10時～午後
４時、10日(日)午前10時～午後３時△

ところ…岩手県立花きセンター△

内容…①菊の生け花やアレンジメン
ト展示②｢菊の節句｣にまつわる伝統行
事の紹介③花束贈呈(先着100人)
※その他、深沢紅子氏による絵画100
点、多肉・食虫植物の常設展示も行っ
ています。

岩手県立花きセンター
　　　　　　　　    ☎0197-43-2107

中部保健所　   　☎0198-22-4921

ひきこもり相談窓口

　

同保健所では以下の相談窓口などを
開設しています。気軽にご相談くださ
い。●

医師による専門相談
　専門の医師が本人・家族の相談をお
受けします(家族のみの相談も可)
●家族相談会
　ひきこもりの悩みを抱える家族が話
し合いを通じて元気になるための活動
を行っています
●ひきこもり当事者および家族などの
居場所(フリースペース)
　自由に集まり、気軽に自由な時間を
過ごせます。同じ状況の人たちと交流
してみませんか
※いずれも事前に電話で問い合わせて
ください。

いわてとワタシゴト展

　

岩手の仕事のこと、働くことをテー
マに、さまざまな展示やトークイベン
トなどを行います。△

とき…９月２日(土)・３日(日)午前
10時30分～午後４時(開場は午前10時)△

ところ…アイーナ４階・５階ほか

ジョブカフェいわて　   
　　　　　　　     ☎019-621-1171
　　https://www.shigotoba-iwate.com/
watashigoto
U R L

毎月第３日曜日は
鬼の館 ｢鬼

き

ッズの日｣

鬼の館　☎73-8488

　鬼剣舞の衣装を着たり、張り子の
お面を作ってみよう！
鬼剣舞衣装着衣体験　9:30～11:00
和紙面づくり体験　  13:30～14:30

まんまるママいわて            　　　
　　　　　　　　☎090-2981-1135
            infomanmaru@manmaru.org△

とき…第４木曜日午前10時～正午△

ところ…黒沢尻北地区交流センター△

内容…子連れで参加できるヨガ。心
と体のケアをします。助産師がいます
ので相談も可能です△

対象…子育てをしているお母さんや
妊娠している人(子連れ可)△

参加料…1,000円(ハーブティー付き)△

持ち物…動きやすい服装
※事前に時間、場所に変更がないか電
子メールなどで確認してください。

北上まんまるヨガ
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※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

36

北上市メールマガジン「鬼のたより」好評発行中!!
北上市ホームページから登録できます。
「北上市公式Facebook（フェイスブック）」運用中!!

俳句基礎講座
△

とき…①９月16日(土)②23日(土)③
10月１日(日)午後１時～４時④８日
(日)午前10時～午後４時(全４回)△

ところ…同文学館△

講師…白濱一
いちよう

羊氏(｢樹氷｣主宰)△

対象…俳句未経験者、初級者△

定員…30人(先着順)△

受講料…2,000円(学生、引率教員は
無料)△

申し込み…直接または電話、ファク
ス、電子メールで同文学館へ

日本現代詩歌文学館　    ☎65-1728                 
       64-3621　 shiika@shiikabun.jpＦＡＸ

こども園の体験入園
いわさき認定こども園　 ☎73-8111△

とき…９月13日(水)午前10時～11時△

ところ…同園多目的室集合△

内容…親子で体育教室の見学をした
り、こども園の生活を体験します△

対象・定員…２歳以上の子と親(祖
父母も可)・10組(先着順)△

申し込み…電話で同園へ

岩手大学金型技術講習会
～展開編～

△

とき…①９月９日(土)、16日(土)午
後１時～５時②９月11日(月)、12日
(火)午後１時～５時△

ところ…北上市産業支援センター△

内容…①放電加工における現象と加工
条件の最適化、金型の研削と研磨②プラ
スチックの物性測定原理と物性測定△

対象…金型および成形に携わってい
る人、内容に興味のある人も可△

定員…①10人②５人(先着順)△

受講料…無料△

申し込み…９月４日(月)までに同セ
ンターへ

岩手大学金型技術研究センター　
　　　  ☎67-0585　　67-0586ＦＡＸ

シルバー110番特別相談デー
　高齢者や家族からの相談(介護、
年金、法律など)を受け付けます。

９月９日(土)午前10時～午後３時
☎0120-84-8584

岩手県高齢者総合支援センター

｢俳句まつり｣作品
日本現代詩歌文学館　    ☎65-1728                 
      64-3621　 shiika@shiikabun.jp

　身の回りの季節をとらえて、一句詠
んでみませんか。選考結果は本人に通
知するほか同文学館のホームページで
も発表します。優秀作は11月11日(土)
の｢俳句まつり｣で表彰します。△

選者…小林輝子氏(県俳句連盟副会
長)△

対象…小学生から高校生△

応募料…無料△

応募…９月８日(金)までに投句用紙
に必要事項を記入し、同文学館内の投
句箱へ投

とうかん

函するか、ファクスなどで同
文学館へ
※作品は未発表の自作に限る。投句数
に制限なし。

ＦＡＸ

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△

とき…９月29日(金)午後１時30分～
４時△

ところ…ホテルシティプラザ北上△

内容…来場者が参加企業のブースを
訪問し、個別面談を行う△

対象…就職を希望する障がい者△

申し込み…電話で同所へ

夏期スポーツ教室
(公財)北上市体育協会     ☎67-6720

①バドミントン△

とき…９月６日(水)、13日(水)、20
日(水)午後７時15分～８時50分(全３回)
②ソフトバレーボール・ラージボール
卓球△

とき…９月７日(木)、14日(木)、21日
(木)、28日(木)午前10時～正午(全４回)▲

ところ…①北上総合体育館②黒沢尻
体育館▲

対象・定員…高校生以上・30人▲

参加料…①１回350円、３回900円
②１回350円、４回1,200円▲

申し込み…各開講日の２日前までに
同協会へ

自伐型林業研修IN北上
NPO法人わが流域環境ネット
    　　 　    (佐井)☎090-4636-6467
           extendsai0304@yahoo.co.jp△

とき…９月16日(土)・17日(日)、23
日(土・祝)、10月７日(土)・８日(日)、
28日(土)・29日(日)、11月11日(土)△

ところ…市内(追って連絡します)△
内容…チェーンソー研修、伐倒・造

材、作業道敷設の技術研修△

対象…自伐型林業に興味のある人△

定員…10人(応募多数の場合は事務
局で選抜)△

受講料…5,000円(傷害保険料含む)△

申し込み…９月７日(木)までに同法
人へ
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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３週間前までに直接、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。
※紙面の都合により掲載できない場合があります。

市の電子メール（e-mail）アドレス
kitakami@city.kitakami.iwate.jp
市のホームページ
http://www.city.kitakami.iwate.jp/

 

９月の各種相談
○法律相談(市民課☎72-8202)要予約△

とき…９月14日(木)、21日(木)、28日(木)△

ところ…本庁舎４階相談室

○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)午前８時30
分～午後５時△

ところ…同センター(本庁舎１階で受け付け)

○人権相談(市民課☎72-8202)△
とき…９月４日(月)、11日(月)、25日(月)午

前10時～午後３時△

ところ…本庁舎４階相談室

○行政相談(市民課☎72-8202)△

とき…９月４日(月)、午前10時～午後３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)午前９時～午
後３時△

ところ…同課

〇婦人相談(子育て支援課☎64-7573)
〇家庭児童相談(子育て支援課☎64-7574)△

とき…月～金曜日(祝日を除く)午前９時15
分～午後４時△

ところ…同課

○青少年悩みごと相談
　(北上市少年センター☎72-8302)△

とき…月～木曜日午前９時～午後５時、
金曜日(祝日を除く)午前11時～午後５時△

ところ…同センター(生涯学習センター内)

○外国人に関する相談会 (北上市国際交流
ルーム☎63-4497)通訳が必要な場合は要予約△

とき…９月28日(木)午後２時～５時△

ところ…生涯学習センター相談室

○子どもの就活に関する個別相談
(☎63-3533)要予約△

とき…月～金(祝日を除く)午前10時～午後
５時△

ところ…ジョブカフェさくら(北上地区合
同庁舎内)

第１回障がい者雇用セミナー
～障がい者雇用に取り組み始
めた企業の話を聞いてみませ
んか～
北上雇用対策協議会　　 ☎72-8244
北上市自立支援協議会就労支援部会
　　　  　(事務局)福祉課☎72-8214△

とき…９月11日(月)午後１時30分～
４時△

ところ…さくらホール小ホール△

内容…障がい者雇用に取り組み始
めた企業からの事例紹介、精神・発達
障がい者への職場での配慮についての
講話、関係機関からの支援内容紹介△

対象…障がい者雇用に取り組もうと
している企業の経営者、担当者△

定員…30人程度(先着順)△

申し込み…９月６日(水)までに、電
話またはファクス(64-2171)で北上雇
用対策協議会へ

専修大学北上福祉教育専門学
校一日入学体験
専修大学北上福祉教育専門学校

☎61-2131 ＦＡＸ  61-2423
 senshu-u-fukusi@themis.ocn.ne.jp

ＵＲＬ http://www.kitakami-fukushi.ac.jp

△

とき…９月９日(土)、11月11日(土)、
３月８日(木)①午前９時30分～11時30
分②午後１時30分～３時30分△

ところ…同校△

内容…保育科・福祉介護科の一日入
学体験。体験学習、学科説明、入試説
明、在校生と語ろう、個別相談など
※保育科は②のみ。△

申し込み…開催日の３日前までに、
電話、ファクス、電子メール、または
ホームページの入力フォームで同校へ

北上コンピュータ・アカデミー
職員

△

募集職種…専任教官△

採用人数…１人△

資格…次の①～③を満たす人。①
工業系の学部学科でコンピュータの基
礎やプログラミングを学んだ大学卒業、
または卒業見込みの人②平成30年４
月１日から勤務できる人③平成29年
４月１日における年齢が21歳以上34
歳未満の人△

申し込み…９月１日(金)～10月20日
(金)までに①履歴書②卒業証明書(卒業
見込み証明書)③成績証明書(最終卒業学
校のもの)を郵送(〒024-0013藤沢22-123-
1・当日消印有効)または直接同校へ
※直接持参の受け付けは土・日曜日、
祝日を除く午前９時～午後５時。△

試験…書類選考合格者に試験の案内
を送付。試験の前に小論文の提出あり。
試験は専門試験(基本情報処理試験午
前問題レベル)、面接試験を予定

北上コンピュータ・アカデミー　
☎64-6551　  http://www.kca.ac.jpＵＲＬ

都市計画課　　　　　　  ☎72-8276△

とき…９月23日(土・祝)午前９時30
分～11時ごろ(小雨決行)△

ところ…稲瀬地区内(集合場所：国
見山無料休憩所駐車場)△

内容…国見山廃寺跡の散策と如意輪
寺の見学(総歩行距離約2.5Km)△

参加料…無料△

持ち物…飲み物、雨具、歩きやすい
服装と靴△

申し込み…９月20日(水)までにNPO法
人いわてNPO-NETサポート(☎61-5035)
へ(受付時間：平日午前10時～午後５時)

景観さんぽ～稲瀬地区編～
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※詳しい内容については、担当へ問い合わせください。

市の電子メール（e-mail）アドレス
kitakami@city.kitakami.iwate.jp
市のホームページ
http://www.city.kitakami.iwate.jp/

民俗芸能公演
鬼の館　　　　　           ☎73-8488
９月24日(日)午後１時30分～
　　　　　　　　　　御免町鬼剣舞  

　市役所本庁舎前で測定しています
(地上１ｍ)。△

測定日…７月26日(水)、８月２日
(水)、８日(火)、16日(水)△

測定結果…0.05μSv/時
(国が示している指標値：0.23μSv/時
を大幅に下回っています)
１ m S v ( ミ リ シ ー ベ ル ト ) ＝ 1 0 0 0 μ
Sv(マイクロシーベルト)
※簡易放射線測定器の貸し出しについ
ては、同課へお問い合わせください。

空間放射線量測定結果
環境政策課　　　            ☎72-8282

　７月分の市内林産物の放射性物質簡
易検査の検体持ち込みはありませんで
した。

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

空間放射線量測定結果と市内産林産
物の放射性物質簡易検査結果は、市
のホームページにも掲載しています。

葛西壇遺跡現地説明会
文化財課　　　　　　　 ☎65-0098

　平安時代(９世紀後半)の須恵器を
焼いた窯が３つ見つかりました。現
地で調査結果の解説と遺物の展示を
行います。貴重な歴史遺産をぜひご
覧ください△

とき…９月２日(土)午前11時～(小
雨決行、大雨の場合は中止)△

ところ…葛西壇遺跡発掘調査現場
(相去町葛西檀４-63)
※車で来場の場合は、北上総合運動公
園第３駐車場をご利用ください。

農地パトロール

　｢農地パトロール(利用状況調査)｣を
８月29日(火)から行います。草刈りな
どの管理が行われていない荒廃した農
地、農地法の許可を受けずに宅地など
に使用されている無断転用農地などを
対象に市内全域で現地調査を実施しま
す。農業委員などが皆さんの所有地に
立ち入り、調査することもありますの
でご理解とご協力をお願いします。

農業委員会事務局          ☎72-8246

(公社)岩手県緑化推進委員会北上支部
　　    (事務局)農林企画課☎72-8237

　同支部では、９月１日から10月31
日までを秋季募金活動期間としていま
す。29年春季は、1,828,393円の募金
をいただき、公共的な施設などへの花
木の植栽や市民への苗木の配布、緑の
少年団の育成、緑化に関するイベント
の開催などさまざまな緑化推進活動に
活用しています。引き続き、皆さんの
緑の募金へのご協力をお願いします。△

募金方法…①家庭募金：各行政区で
取りまとめていただきます②企業募
金：郵送で募金依頼を送付します③街
頭募金：同支部主催のイベントなどで
行います　　　　

緑の募金

空き家対策説明会・空き家サ
ポーター養成講座

　市内の空き家の現状や対策の説明、
空き家問題の相談先などを紹介します。
　同説明会は、８月から市内16地区で
開催しています。お住まいの地区にか
かわらず参加できます。９月の予定は
次のとおりで、10月以降の予定は順次
お知らせします。事前に日程を知りた
い場合は同課へお問い合わせください。
※時間は午後６時30分～７時30分。
更木地区交流センターのみ午後７時～。

と　き ところ
9/5(火) 鬼柳地区交流センター
9/7(木) 相去地区交流センター

9/12(火) 稲瀬地区交流センター
9/14(木) 立花地区交流センター
9/19(火) 口内地区交流センター
9/21(木) 黒岩地区交流センター
9/26(火) 二子地区交流センター
9/28(木) 更木地区交流センター

都市計画課　　　　　　　☎72-8278

就活セミナー基本のき！｢受か
る面接マナーのポイント｣

△

とき…９月19日(火)午前10時～正午△

ところ…ジョブカフェさくら(北上
地区合同庁舎内)△

内容…面接を受ける時のポイント△

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・料金…10人(先着順)・無料△

申し込み…電話または直接、同所へ

ジョブカフェさくら　    ☎63-3533


