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　市内の企業 10 社が参加し、採

用担当者と面談ができます。Ｕ・

Ｉターン希望者、学生、一般求職

者など誰でも参加できます。詳し

くは、ジョブカフェ奥州のホーム

ページをご覧ください。

■日時　２月 16 日水第１部…午

後１時～２時、第２部…午後２時

半～３時半

■場所　メイプル３階特設ホール

■問い合わせ　ジョブカフェ奥州

（☎ 23-6331）

◉ヨガ体験会

■日時　２月19日土午後１時～２

時

■対象　小学生以上

■持ち物　ヨガマット(貸し出し

可）、タオル、飲み物

◉ユニバーサルスポーツ交流会

■日時　２月26日土午前９時～正

午

■内容　ボッチャと卓球バレーの

体験　

■対象　誰でも参加可能

◉共通

■場所　前沢いきいきスポーツラ

ンド

■参加料　500円

■申し込み方法　開催日の前日ま

でに電話で連絡

■問い合わせ・申込先　前沢い

きいきスポーツランド（☎56-

7290）

ジョブカフェ奥州
企業説明会

　市では、男女が互いに人権を尊重し責任を分かち合い、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指し、平

成 30 年３月に「第２次奥州市男女共同参画計画」を策定しました。

　本年度の中間見直しに当たり、市民の皆さんの意見を募集します。

■閲覧場所　市ホームページのほか、本庁地域づくり推進課、水沢総合

支所事務局、各総合支所地域支援グループで閲覧可能

■募集期限　２月 10 日木
■応募方法　市ホームページまたは閲覧場所で配布する意見書様式に記

入し、直接、郵送、ファクス、電子メールのいずれかで提出

■問い合わせ・提出先　本庁地域づくり推進課市民活動係（江刺総

合支所・〒 023-1192 ※住所記載不要、☎ 34-1618、 35-7466、

chiikidukuri@city.oshu.iwate.jp、）

　■■第２次市男女共同参画計画（案）への

　　　　パブリックコメント（意見募集）を行います■■

市ホームページ▶

■■ 奥州つながるフェスタの開催 ■■

■日時　２月 13 日日午前９時 50 分～午後５時

■場所　江刺総合コミュニティセンター

■内容　展示ブース、体験会、ステージ発表など

■参加予定団体　▶市環境市民会議「奥州めぐみネット」、▶ＮＰＯ

法人奥州おもしろ学、▶市水沢南自治振興会、▶水沢ジュニアリーダー

ズクラブＪＵＭＰ、▶岩手鉄道模型仲間の会、▶㈲阿部製材所など、

約 30 の団体や企業が参加予定です。

■入場料　無料

■その他　来場の際はマスク着用と入場時の

検温にご協力をお願いします

■問い合わせ　本庁地域づくり推進課市民

活動係（江刺総合支所・☎ 34-1618、

35-7466、 chiikidukuri@city.oshu.

iwate.jp）

　市内で活動する市民公益活動団体（市民活動団体、ＮＰＯ法人、地

区振興会）などが、人と人との出会いや参加者同士の“つながり”を

創出するため、『奥州つながるフェスタ』を開催します。

　当日は、日頃の活動をステージ発表やパネル展示などを通して紹介

しますので、ぜひお越しください。

■期間　１月 29 日土～２月 13 日日　

■参加店舗

※農作物の生育状況などにより、参加できない店舗が出る場合があります

■問い合わせ　本庁食農連携推進室（☎ 34-1587）

　市では、市内の農家と飲食店をつなぐことで、市産農作物の地元消

費を増やす取り組みを進めています。

　今回、第２弾として次の店舗で農家自慢の農作物を使ったメニュー

を提供します。おいしい料理を楽しみながら、市内の農家や飲食店を

応援しましょう。

■■  　【第２弾】農家×飲食店コラボトライアル　　■■

～地元農家と飲食店　食べて応援しませんか！？～ 

地区 店舗名 地区 店舗名

水沢

Ｃａｆｅ Ｕｎｍａ（ウンマー）

江刺

ＧＲＯＷ

パイオニア牧場 佐吉

パティオ とかげのしっぽ

プラザイン水沢
（きくすい /カトルセゾン） 前沢

ＪＵＫＥ 300

味春 天
て ん ぐ

狗の宴
うたげ

ル・ポンム

専用ホームページ ▼

いきスポの事業を開催

ジョブカフェ奥州
　ホームページ

▲

　市民の健康・体力の増進とス

キー競技を普及するためスキー大

会を開催します。奮ってご参加く

ださい。

■日時　２月27日日午前９時～正

午

■会場　国見平スキー場

■対象　次のいずれかを満たして

いる人　①市内に在住または通勤

②市内の小中学校・高校に在学　

③市スキー協会に所属

■種目　大回転（個人・男女別・

年齢別）

■参加料　500円（小中高生は無

料）

■申込期限　２月17日木
■問い合わせ・申込先　市体育協

会（☎23-2517、 25-3974）

　職場のトラブルで悩んでいませ

んか？　労働者と使用者間のさま

ざまな問題について、県労働委員

会の委員（弁護士、労働団体役員、

会社経営者など）が相談に応じま

す。予約優先です。

■日時　①２月 19 日土、②３月

６日日午後１時～４時（受け付け

は午後３時まで）

■場所　①奥州地区合同庁舎、②

いわて県民情報交流センターア

イーナ

■その他　開催の有無を電話で確

認してください

■問い合わせ・予約先　県労働委

員会事務局（0120-610-797）　

出前無料労働相談会

市スキー大会を開催

各種相談日程 ２月
■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12月31日現在（ ）内は前月比

　人　口 113,162 人（-112） 男55,064（-42） 女58,098（-70）

　世帯数 46,049世帯（-10）
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）

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
10日木

13:00 ～ 15:00
25日金

江刺総合支所市民生活グループ ９日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 10日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 22日火 13:30 ～ 15:00

衣川保健福祉センター 10日木 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
３日木

13:30 ～ 15:30

17日木
江刺総合支所市民生活グループ 15日火
前沢地区センター ３日木
南都田地区センター ４日金
衣川保健福祉センター 10日木

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
２日水

10:00 ～ 15:00
15日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 16日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ２日水

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
１日火

13:30 ～ 15:30
15日火

会   場 開催日 時  間

江刺総合支所 ３日木 10:00 ～ 15:15

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
９日水

10:00 ～ 16:00
22日火


