市民生活総合支援アプリ

「ぽちっと奥州」

iOS（iPhone）▶
Android▶

県民手帳・能率手帳の
販売

土芸能披露など（録画配信）

■申込期限 10 月 25 日🈷

▶午後４時 25 分～…まつり会場

■問い合わせ・申込先

から年祝連の演舞など

涯学習センター（☎ 34-1077、

■視聴方法 江刺甚句まつり保存

31-2031）

ユ

ー

チ

ュ

ー

江刺生

ブ

初心者・初級者向け
伐木講習会
伐木の基本的な技能が学べます。

■参加費

男 性 1,500 円、 女 性

ミニチュアソーラーカーを組み立

1,000 円

てて、実際に光で発電し、車が走

■定員 男女各６人

ることを体験します

■申込期限 10 月 27 日水

■対象 小学生以上（低学年は保

会のＹｏｕＴｕｂｅサイトで配信

■日時 11月７日日、13日土、14

■問い合わせ・申込先 ＪＡ江刺

護者同伴）

県勢情報が多く掲載され、便利

■問い合わせ 江刺甚句まつり実

日日午前９時～午後４時（全３回）

組合員くらしの活動課
（☎35-0211）

■定員 10 人（要申し込み）

な 2022年度版の「岩手県民手帳」

行委員会事務局（江刺総合支所地

と「岩手県能率手帳」の販売が始

域支援グループ内・☎ 34-1623）

金婚を祝う会
（江刺・前沢）

■対象 市内在住者
◉江刺金婚を祝う会

まります。購入を希望する人は、
江刺甚句まつり
公式サイト▶

■場所 稲瀬農村公園（江刺地域）
■内容 チェンソーの取り扱い方

■参加料 500 円（材料代） ※

奥州宇宙遊学館
サンデースクール

■ 日 時 11 月 24 日 水 ▶ 午 前 10

法、伐木・造材作業の基本など

時～…受け付け、写真撮影、▶午

■定員 10 人（先着順）

◉太陽電池（ソーラーパネル）と

総合支所地域支援グループ

前 11 時～ 11 時 45 分…式典

■受講料 無料

はどういうもの？

■価格 岩手県民手帳 700 円、岩

■場所 江刺総合コミュニティセ

■持ち物 筆記用具、皮手袋、ヘ

■日時 10 月 24 日日午後２時半

ンター

ルメット、ゴーグル、チェンソー

～３時半

と目立て用工具（持参できる人）

■場所 奥州宇宙遊学館

年３月 31 日の間に入籍した江刺

■申込期限 11 月１日🈷

■内容 ソーラーハウスで使われ

お早めにお買い求めください。
■販売場所 本庁政策企画課、各

手県能率手帳 800 円（両方税込み）
■販売期間 10 月 15 日金～４年
１月 20 日木

シニアＩＴ講習会
初めてのスマホ体験

■対象

実際にスマートフォンを操作し

昭和 46 年４月１日～ 47

■問い合わせ 本庁政策企画課統

ながら講習を行います。

地域在住の夫婦など

■問い合わせ・申込先 本庁農地

ている太陽電池の実物を観察しな

計係
（江刺総合支所・☎ 34-2127）

■日時

■問い合わせ・申込先 市社会福

林務課林政国調係（☎ 34-1763）

がら、太陽光発電の原理を学習。

11 月２日火（ドコモ）、

４日木（ソフトバンク）、５日金
（ａｕ）午後１時半～４時半

第 48 回江刺甚句まつり
ライブ配信で開催
新型コロナウイルス感染症の拡

■場所 江刺生涯学習センター

■日時 11 月 18 日木▶午前９時

204・205 研修室

～…受け付け、写真撮影、▶午前

■対象 スマートフォンの使用を

10 時半～ 11 時半…式典

検討している 60 歳以上の市民

■場所

■内容 電話や写真撮影などの基

ター

ラ

イ

ン

前沢健康管理総合セン

さと

郷コンＶｏｌ．
２ ～伝え
る想い、伝わる想い～
平安情緒あふれるえさし藤原の
郷で、新たな出会いを探してみま

本操作、地図アプリやＬ ＩＮＥ、

■対象

昭和 46 年４月１日～ 47

■日時

市公式アプリの活用など

年３月 31 日の間に入籍した前沢

４時半

は特設会場に入れませんが、まつ

■定員

地域在住の夫婦など

■場所 歴史公園えさし藤原の郷

り会場の様子をライブ配信します。

の場合は抽選

■問い合わせ・申込先 市社会福

■対象 市内に在住するおおむね

■開催（配信）日 10 月 23 日土

■受講料 無料

祉協議会前沢支所（☎ 56-2148）

35 ～ 48 歳の独身者

■配信時間と内容（予定）

■申し込み方法 電話またはファ

■内容

▶午後３時 25 分～…江刺地域内

◉共通

クス（住所・氏名・年齢・連絡先・

■参加費 無料

１対１トークタイム、ハマグリ絵

小中学生による江刺甚句踊りや郷

希望日を明記）で申し込む

■申込期限 10 月 25 日🈷

付け体験、園内散策

広
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※本紙に掲載している記事につ
いては、新型コロナウイルス感
染症対策などのため、中止や延
期、内容が変更となる場合があ
ります。市が主催・共催する事
業の最新情報は、市ホームペー
ジでお知らせします。

有収率は、老朽管更新や水圧適正化事業などの漏水対策により前年
度よりも増加し、計画値を上回りました。また、管路の耐震化率は計
画値を若干下回り、経常収支比率は計画値を上回りました。
■計画達成状況

（単位：％）

指標（数値目標）

則無観客で開催します。一般の人

※申込者多数

遊学館（☎ 24-2020）

■■ ２年度 第２次水道事業中期経営計画の達成状況 ■■

せんか？

大防止のため日程を再延期し、原

各 12 人

■問い合わせ・申込先 奥州宇宙

祉協議会江刺支所（☎ 35-8081）
◉前沢金婚を祝う会

エーユー

別途入館料が必要

11 月６日土午後１時～

み

す

き ちょう

御 簾 越し・几 帳 越しの

区分

状況

有収率

総配水量に対して料金徴収の対
象となった水量の割合

計画

78.8

実績

79.5

管路の耐震化率

すべての管の延長に対する耐震
性のある管の延長の割合

計画

15.6

実績

15.4

経常収支比率

経常費用が経常収益によってど
の程度賄われているかを示す

計画

100

実績

106

■問い合わせ 上下水道部経営課（江刺総合支所・☎ 34-1517）
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