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　えさし郷土文化館と江刺図書館

共催の文学史講座「江戸時代の旅

日記を併せ読む」を開催します。

菅江真澄と繁
しげ

太
だ

夫
ゆう

の対照的な二つ

の日記を読みます。

■日時　５月 27 日、６月 24 日、

７月 15 日、８月 26 日、９月 16 日、

10 月 14 日、11 月 25 日、12 月 23

日、４年１月 27 日、２月 24 日（毎

回木・全 10 回）午後１時半～３

時　※都合により変更になる場合

があります

■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　27 人（申し込み多数の

場合は抽選）

■受講料　300 円（資料代）

■申込期限　５月 11 日火
■問い合わせ・申込先　江刺図書

館（☎ 34-1078）

　江刺を訪れる多くの観光客に、

奥州藤原氏関連の史跡や江刺の見

どころを案内する観光ボランティ

ア会員を募集します。

■主な活動　①歴史公園えさし藤

原の郷で江刺の歴史や風土などを

紹介②紙芝居を使ったガイド③

「奥州藤原氏ゆかりの地」など江

刺の見どころを案内

■対象　①江刺の観光や史跡の魅

力を多くの人に紹介する意欲のあ

る人②紙芝居を使ったガイドに興

味がある人

■申し込み方法　申込先に住所、

氏名、電話番号を電話連絡または

ファクス

■問い合わせ・申込先　炎がいど

くらぶ事務局（江刺総合支所地域

支援グループ内・☎ 34-1623、

35-3476）

各種相談日程 ５月
❶❶行政相談行政相談

❷❷人権相談人権相談

❸❸消費生活相談消費生活相談

❹❹無料法律相談無料法律相談

❺❺多重債務者弁護士無料相談多重債務者弁護士無料相談

❽❽ひきこもり・ニートなどの若者の居場所ひきこもり・ニートなどの若者の居場所

　「ほっと　「ほっと♥♥ひろば」ひろば」

❻❻くらしとお金の安心相談くらしとお金の安心相談

❾❾年金相談年金相談

❼❼奥州市若者支援相談奥州市若者支援相談

※□予は要予約

※要予約

※要予約

※要予約

※前日までに要予約

▼問い合わせ・予約先
❶～❻ 本庁市民課総合相談室（☎34-2915）

❼❽ 本庁こども家庭課（☎34-1585）

❾ 一関年金事務所（☎0191-23-4246）

■ラジオ　奥州エフエム放送（77.8 MHz）

　「おうしゅう伝言板」で市政情報を配信中!!

　放送日：月～金　❶午前 8時15分　❷午後 0時42分

　　　　　　　　　❸午後 5時54分

■人口・世帯数　3年3月31日現在（ ）内は前月比

　人　口 114,019 人（-430） 男55,455（-205） 女58,564（-225）

　世帯数 45,961 世帯（+63）会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
14日金

13:00 ～ 15:00
28日金

江刺総合支所市民生活グループ 12日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 13日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 25日火 13:30 ～ 15:00

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
６日木

13:30 ～ 15:30
20日木

江刺総合支所市民生活グループ 18日火 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 月～金 9:00 ～ 17:00
（受付は 16:00 まで）

江刺総合支所市民生活グループ□予 毎週月

10:00 ～ 15:00
前沢総合支所市民福祉グループ□予 毎週火
胆沢総合支所市民生活グループ□予 毎週木
衣川保健福祉センター□予 毎週金

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 25日火 10:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
12日水

10:00 ～ 15:00
18日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 19日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ６日木

会   場 開催日 時  間

本庁こども家庭課
毎週

月火木金 9:00 ～ 16:00

会   場 開催日 時  間

水沢南地区センター 18日火 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

市役所本庁舎 13日木 10:00 ～ 15:15

　

　県立病院では、３年度職員採用

選考試験を次のとおり行います。

詳しくは県ホームページをご覧く

ださい。

■試験日　６月13日日、９月19日

日、12月５日日
■募集職種　看護師・助産師・薬

剤師など　※変更になる場合があ

ります

■問い合わせ　県医療局職員課人

事担当（☎019-629-6322）　

■■ 災害時避難所用公衆無線ＬＡＮ（Ｗ
ワ イ フ ァ イ

i- Ｆ i）サービスの運用を開始しました ■■

　市では、災害時の避難所で避難者が携帯端末などによる情報収集や連絡などを可能とするため、

４月１日から、公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ -Ｆ i）サービスの運用を開始しました。

■利用可能場所　指定避難所（第１次収容避難所）など　39 カ所（各地区センター、各総合支所など）

■サービス提供内容　

　市のＳＳＩＤ※１により、災害による避難所開設時にＷ i- Ｆ i サービスを提供するほか、通常時もＷ i-

Ｆ i サービスを提供します。※水害時第１次収容避難所は、避難所開設時のみ利用可能です

■利用方法と利用可能時間

(1) 災害時

　避難所開設時に、災害用統一ＳＳＩＤ「00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）※２」を

発動します。携帯端末でＷ i- Ｆ i を検索するとＳＳＩＤ選択画面の上位に「00000JAPAN」

が表示されます。それを選択すると、認証と時間制限無しで利用可能です。

(2) 通常時

　通常時用ＳＳＩＤとユーザー認証により利用可能です（初回利用時に登録が必要）。

　午前８時～午後９時

　１日３回まで利用可能（１回当たりの利用可能時間 20 分間）

■利用料金　無料

■問い合わせ　本庁総務課情報政策室（☎ 34-2194）

※１ＳＳＩＤ ･･･ 無線ＬＡＮアクセスポイントの識別に用いられる文字列

※２災害用統一ＳＳＩＤ「00000JAPAN」･･･ 大規模災害発生時に公衆無線ＬＡＮの無料

開放用の目的で各事業者が共通で使用するＳＳＩＤ

文学史講座参加者の募集

　市では、平成 29 年度に策定した「奥州市立教育・保育施設再

編計画」に基づき、公立施設の整備や統廃合を進めています。

　近年の施設の利用状況や待機児童の推移を踏まえ、今後の具体

的な年次計画について皆さんからご意見を伺うため、次の日程で

説明会を開催します。ぜひご参加ください。

■問い合わせ　本庁保育こども園課施設再編整備係（☎ 34-1635）

期日 時間 会場

５月10日🈷

午後６時半～

江刺総合支所

５月12日水 健康増進プラザ悠悠館

５月14日金 前沢総合支所

５月18日火 玉里地区センター

５月20日木 南都田地区センター

５月24日🈷 衣川保健福祉センター

５月26日水 市役所本庁舎

■■ 教育・保育施設の再編説明会を開催します ■■

■説明会日程

奥州市の職員採用試験が変わります奥州市の職員採用試験が変わります

　　３年度の職員採用試験は、前期日程と後期日程の年２回実施

します。前期日程では、奥州会場と東京会場の２会場で試験を

実施します。

日　程 第１次試験日 試験会場

前　期 ７月18日日 奥州、東京会場

後　期 ９月19日日 奥州会場

炎がいどくらぶ（観光ボラン

ティアガイド）の会員を募集

■問い合わせ　本庁総務課人事係（☎ 34-2192）

　　

募集する職種、受験資格などの詳細は、

市ホームページをご覧ください 　市ホームページ

▲

３年度県立病院職員

採用選考試験

県ホームページ

▲


