
6広報おうしゅう(平成31年4月)

酸ゴールデンウィークこどもま

つり

諮「くるりんパ！回転変わり絵」

工作

■日時 ４月27日上陰午前11時

～隠午後２時半～、28日醤午前

11時～、29日刷祝陰午前11時～隠

午後２時半～、５月４日刷祝午後２

時半～、６日刷休陰午前11時～隠

午後２時半～

■定員 各回30人

■参加料 50円(別途入館料)

諮ブラックライト紙芝居「ひかる

くんの星めぐり」

■日時 ５月４日刷祝、５日刷祝

陰午前11時～隠午前11時半～

■定員 各回30人

■参加料 無料(別途入館料)

諮こどもの日サイエンススクー

ル「空気のサイエンスショー（空

気砲・風船輪くぐり）」

■日時 ５月５日刷祝午後２時半～

■参加料 無料(大人は別途入館

料)

※５日は、高校生以下の入館料が

無料

酸５月星空観望会

■日時 ５月11日上午後７時～

８時半

■内容 陰「星空ビンゴ」隠観望

会「おぼえた星座を探そう！」※

星が見えない場合は、プラネタリ

ウム番組を上映

■参加料 無料

酸共通

■場所・問い合わせ 奥州宇宙遊

学館(察24-2020)

盛岡藩士の漆戸茂樹が作成し
うるし ど

た田老から釜石までの記述や絵

図を読み解き、江戸時代末の岩手

県沿岸部の様子を学びながら、古

文書にも親しめる講座です。

■日時 ５月23日、６月27日、

７月25日、８月22日、９月26

日、10月 24日、11月 28日、12

月19日、令和２年１月23日、２

月27日（毎週嘱・全10回）午後

１時半～３時

■場所 江刺生涯学習センター

■講師 えさし郷土文化館 相

原康二館長

■定員 50人（先着順）

■参加料 300円（資料代）

■申込期限 ５月14日鍾

■問い合わせ・申込先 江刺図書

館（察34-1078）

■ラジオ 奥州エフエム放送（77.8MHz）

「おうしゅう伝言板」で市政情報を配信中!!

放送日時：譲～埴 虚午前８時15分 許午後０時42分
距午後５時54分

■人口・世帯数 31年３月31日現在 ()内は前月比

人口116,742人(-384) 男56,599(-153)女60,143(-231)

世帯数45,323世帯(+74)

宇宙遊学館のイベント

文学史講座「三閉伊路程記」
さ ん へ い ろ て い き

■申込期限 ５月20日鉦 ※申込書は本庁都市計画課、市営住宅管理センターで配布

■問い合わせ・申込先 本庁都市計画課住宅係（江刺総合支所、察34-1665）

募集する住居の状況家賃(円)※参考戸数構造・室数所在地住宅名地域

１階、単身可16,200～24,100２中耐４階建・３ＤＫ佐倉河字松堂松堂住宅

水沢

１階・３階、単身可15,000～22,400２中耐４階建・３ＤＫ字赤土田赤土田住宅

１階18,100～27,000１中耐４階建・３ＤＫ
字川端ひばりが丘住宅

車いす対応19,100～28,500１中耐３階建・３ＤＫ

２階、単身可17,900～26,700１中耐４階建・３ＤＫ字桜川石田住宅

20,300～32,200３木造平屋建・２ＬＤＫ岩谷堂字下苗代沢下苗代沢住宅

江刺
15,000～26,700

１木造平屋建・３ＤＫ
男石三丁目耳取住宅

１木造２階建・４ＤＫ

16,200～24,200１木造平屋建・３ＤＫ男石二丁目男石住宅

１階・２階、単身可16,900～25,700２木造２階建・２ＬＤＫ岩谷堂字向山向山住宅

24,800～37,000２木造２階建・２ＬＤＫ字竹沢竹沢団地前沢

18,800～28,100２木造平屋建・３ＤＫ南都田字蓬平蓬平住宅胆沢

■■■■■市営住宅の入居者を募集します■■■■■■

納め忘れのない口座振替を
ご利用ください。

■問い合わせ 本庁納税課収

納係(察34-2227)

軽軽自動車税軽自動車税のの納期限は納期限は

５月31５月31日日鞘鞘ですです

税税に関するお知に関するお知ららせせ

放 射 能 測 定 結 果

3/203/133/6採取日

181435ごみの燃え殻

130120120
排ガス中の
ばいじん

■問い合わせ 奥州金ケ崎行政事務
組合施設管理課（察24-5821）

3/203/133/6採取日
不検出-不検出地下水（上流）

不検出-不検出地下水（下流）

-2.83.7
下水道への
放流水

ごみ焼却施設（ベクレル/手）

胆江地区最終処分場（ベクレル/狩）

「ごみの燃え殻」、「排ガス中のばいじ
ん」の国の基準値=8,000ベクレル／kg

参考
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nformationii お知らせ

各種相談日程 ５月

時間開催日会場
10:00～15:00９日障市役所本庁

時間開催日会場

13:00～16:00
14日鍾市役所総合相談室
８日鐘江刺総合支所市民相談室

時間開催日会場

10:00～15:00
８日鐘

市役所総合相談室
21日鍾

禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦禦くくくくくくくくくくららららららららららししししししししししととととととととととおおおおおおおおおお金金金金金金金金金金のののののののののの安安安安安安安安安安心心心心心心心心心心相相相相相相相相相相くらしとお金の安心相談談談談談談談談談談談 ※要予約

享享享享享享享享享享享年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金相相相相相相相相相相年金相談談談談談談談談談談談 ※要予約

許許許許許許許許許許許人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権相相相相相相相相相相人権相談談談談談談談談談談談

時間開催日会場
9:00～17:00

譲～埴
市役所総合相談室

9:00～15:45江刺総合支所市民相談室

10:00～15:00
毎週醸前沢総合支所市民福祉グループ刷予

毎週嘱胆沢総合支所市民生活グループ刷予

毎週埴衣川保健福祉センター刷予

距距距距距距距距距距距消消消消消消消消消消費費費費費費費費費費生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活相相相相相相相相相相消費生活相談談談談談談談談談談談 ※刷予は前日までに要予約

時間開催日会場

10:00～16:0015日鐘市役所総合相談室

鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相法律相談談談談談談談談談談談 ※要予約

漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁漁多多多多多多多多多多重重重重重重重重重重債債債債債債債債債債務務務務務務務務務務者者者者者者者者者者弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁護護護護護護護護護護士士士士士士士士士士相相相相相相相相相相多重債務者弁護士相談談談談談談談談談談談 ※要予約

時間開催日会場

13:00～15:00
10日鞘

市役所総合相談室
24日鞘

9:30～11:30８日鐘江刺総合支所市民相談室
9:00～12:00９日障前沢総合支所市民福祉グループ

13:30～15:0028日鍾胆沢総合支所市民生活グループ

虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政相相相相相相相相相相行政相談談談談談談談談談談談

時間開催日会場

9:00～16:00毎週
譲醸嘱埴

子ども・家庭課相談室

魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚魚奥奥奥奥奥奥奥奥奥奥州州州州州州州州州州市市市市市市市市市市若若若若若若若若若若者者者者者者者者者者支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援相相相相相相相相相相奥州市若者支援相談談談談談談談談談談談

時間開催日会場
13:30～15:3021日鍾市勤労青少年ホーム

亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨ひひひひひひひひひひききききききききききここここここここここももももももももももりりりりりりりりりり・・・・・・・・・・ニニニニニニニニニニーーーーーーーーーーひきこもり・ニートトトトトトトトトトトななななななななななどどどどどどどどどどなどののののののののののの若若若若若若若若若若者者者者者者者者者者のののののののののの居居居居居居居居居居場場場場場場場場場場所所所所所所所所所所若者の居場所

「「「「「「「「「「ほほほほほほほほほほっっっっっっっっっっ「ほっととととととととととと而而而而而而而而而而而ひひひひひひひひひひろろろろろろろろろろばばばばばばばばばば」」」」」」」」」」ひろば」

第79回全日本ウエイトリフ

ティング選手権大会ならびに第

33回全日本女子ウエイトリフ

ティング選手権大会が開催され

ます。2020年東京オリンピック

の代表選考会となる世界選手権

への出場を懸けた大会に位置付

けられています。国内トップア

スリートの活躍をぜひご覧くだ

さい。

■期日 ５月24日鞘～26日醤

■場所 江刺中央体育館

■入場料 無料

■問い合わせ 本庁生涯学習ス

ポーツ課インターハイ推進室（江

刺総合支所、察34-2499）

酸コンディショニング教室

■日時 ５月12日醤午前10時～

11時、20日鉦午後５時～６時、27

日鉦午後５時～６時

■場所 前沢いきいきスポーツ

ランド

■対象 小学生以上

■参加料 小学生200円、中学生

300円、高校生以上500円

酸ノルディックウォーキングツ

アーin平泉

平泉町の中尊寺など、およそ６

kmのコースを楽しみながら歩き

ます。

■日時 ５月29日鐘午前８時45

分～正午

■集合場所 平泉温泉悠久の湯

駐車場

■対象 15歳以上

■定員 30人（先着順）

■参加料 500円（保険料含む）

酸共通

■申込方法 開催日の前日まで

に名前、電話番号を電話で連絡

■問い合わせ・申込先 前沢いき

いきスポーツランド（察56-7290）

酸おうしゅう伝統文化親子教室

■内容 琴、日本舞踊、和太鼓、

茶道、生け花の子ども向け教室

■定員 各教室10人(先着順)

■募集期間 ５月８日鐘～24日鞘

■応募方法 応募先で配布する

申込書を直接提出またはファク

ス(電話も可）

■参加料 無料(保険料など自己

負担あり)

■場所 市文化会館(Ｚホール)

ほか

■その他 教室ごとに対象年齢、

開催日、場所が異なりますのでお

問い合わせください

■問い合わせ・応募先 市芸術文

化協会(市文化会館内、察22-

6622、鯖22-6614)

酸市民芸術文化祭「春の山野草・

小品盆栽展」

水沢盆栽会の皆さんが丹精込

めた作品を出品します。山野草

の販売や栽培管理の相談にも応

じます。

■日時 ５月11日上～13日鉦午

前９時15分～午後５時※13日は

午後３時まで

■場所 水沢南地区センター

■問い合わせ 市芸術文化協会

（市文化会館内、察22-6622)

時間開催日会場

13:30～15:3016日障市役所総合相談室

13:30～15:3021日鍾江刺総合支所市民相談室

いきスポの事業

虚～禦本庁・各総合支所市民相談担当
魚亨本庁子ども・家庭課（察34-1585）
享一関年金事務所（察0191-23-4246）

▼予約・問い合わせ先

催し・募催し・募集集

全日本ウエイトリフティン

グ選手権大会

市芸術文化協会の事業


