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◉英会話教室（初級）

　コミュニケーションに必要な基

礎的な文法と単語を学びます。

■日時　４月15日～８月26日（毎

週金・全14回※第２金、４月29日、

５月６日を除く）午前10時15分～

11時45分

■定員・受講料　15人・6,000円

（テキスト代含む）　

◉英会話教室（中級）

　英語で自分の事を話せるように

なることを目標とします。

■日時　４月12日～７月19日（毎

週火・全14回※５月３日を除く）

午前10時15分～11時45分

■定員・受講料　15人・6,000円

（テキスト代含む）　

◉イングリッシュ　キンダーガー

テン（４・５歳児）

　英語を通して、異文化に親しむ

クラスです。

■日時　４月10日、５月８日、６

月12日、７月10日、９月11日（全

て日・全５回）午前10時～10時45

分

■定員・受講料　15人・4,000円

◉中国語教室（入門コース）

　中国語を基礎から勉強します。

■日時　４月15日～７月29日（毎

週金・全14回※４月29日、５月６

日を除く）午後７時～９時

■定員・受講料　15人・4,500円

（テキスト代別）

◉中国語教室（会話コース）

　中国語で自分の事を話せるよう

になることを目標とします。

■日時　４月13日～７月20日（毎

週水・全14回※５月４日を除く）

午後７時～９時

■定員・受講料　15人・4,500円

（テキスト代別）　

◉共通

■場所　水沢地域交流館アスピア

■問い合わせ・申込先　市国際交

流協会（☎22-6111）

市国際交流協会の事業 　再就職を目指す人を対象に、職

業訓練受講生（ビル管理技術科）

を募集します。受講料無料。

■募集期間　４月１日金～22日金
※入所選考を５月12日木に実施

■訓練期間　６月２日木～11月29

日火
■施設見学会　４月13日、20日、

27日（全て水・全３回）午前９時

20分～午後０時半

■場所　ポリテクセンター岩手

（花巻市天下田69-１）

■申込先　ハローワーク水沢（☎

24-8609）

■問い合わせ　ポリテクセンター

岩手訓練課（☎0198-23-5712）

　子どもの食育を支援する個人・

団体を募集します。登録リストは

市内幼保施設、小中学校、高等学

校に配布し食育活動に活用します。

■対象者　次のいずれかを満たす

市内の団体または個人①食に関す

る出前講座に出張できる、②食育

の講師を紹介できる、③その他食

に関する情報提供ができる

※営利目的の活動は除く

■申し込み方法　申込先と各総合

支所健康増進担当グループにある

応募用紙に必要事項を記入し提出

（郵送可）

■申込期限　４月６日水
■登録期間　５月１日日～５年３

月31日金
■問い合わせ・申込先　本庁健康

増進課健康づくり係（〒023-8501

※住所記載不要、☎34-2903）

■主な役割　農地の利用集積や遊休農地発生防止などの活動

■応募資格　農業に関する識見を有し、農地の利用集積や遊休農地

　発生防止などの業務を適切に行うことができる人

■募集人数　１人（選考による）

■月額報酬　30,000 円

■任期　委嘱日～６年７月 19 日

■応募方法　自薦または、団体や個人からの推

　薦による。応募先で配布する様式（市ホーム

　ページからダウンロード可）に必要事項を記

　入して提出（郵送可）

■応募期限　４月 22 日金　※必着

■問い合わせ・応募先　市農業委員会事務局

（〒 023-8501 ※住所記載不要、☎ 34-1753）

■■黒石地区の農地利用最適化推進委員を募集■■
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■営業時間　午前 11 時～午後７時

■休館日　毎週月（祝日の場合は火）、12 月 31 日、１月１日

■その他　４月１日から新料金を適用

区　分 当日券 回数券（10 回）

一般（高校生以上） 700 円 6,500円

シルバー（65 歳以上） 500 円 4,500円

小・中学生 400 円 3,500円

区　分 屋内
（１面１時間）

屋外
(１面１時間) 備　　考

ゲートボールコート 750 円 500円
暖房料１時間 500 円
※屋内のみ

テニスコート 1,500 円 1,000円 温水プール棟入場料含む

区　分 ３時間未満 ３時間以上 備　　考

会議宴会（1 室） 3,000 円 4,000円 要予約

※旧料金の入場回数券

の使用期限は４年５月

31 日までです

■■ 「えさしクリーンパーク」は

　　　 　　　　　　５年度末まで営業を継続します ■■

　えさしクリーンパークは３年度末で営業を終える予定でしたが、５

年度末まで継続することになりました。温水プールや入浴施設を備え

たスポーツレクリエーション施設を、ぜひご利用ください。

■問い合わせ　えさしクリーンパーク（☎ 35-0055）

和室団体利用料

施設利用料

温水プール棟入場料

各種相談日程 ４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　４年２月28日現在（ ）内は前月比

　人　口 112,992 人（-89） 男54,998（-38） 女57,994（-51）

　世帯数 46,063世帯（-４）
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
８日金

13:00 ～ 15:00
22日金

江刺総合支所市民生活グループ 13日水 9:30 ～ 11:30

前沢総合支所市民福祉グループ 14日木 9:00 ～ 12:00

胆沢総合支所市民生活グループ 26日火 13:30 ～ 15:00

衣川保健福祉センター 14日木 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
７日木

13:30 ～ 15:30

21日木
江刺総合支所市民生活グループ 19日火
前沢地区センター ５日火
衣川保健福祉センター 14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
６日水

10:00 ～ 15:00
19日火

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室 20日水
13:00 ～ 16:00

江刺総合支所市民生活グループ ６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 19日火 13:30 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

江刺総合支所 ７日木 10:00 ～ 15:30

会   場 開催日 時  間

本庁市民課総合相談室
13日水

10:00 ～ 16:00
26日火

ハロートレーニング

受講生募集

食育活動支援に登録を

■運用開始日　４月１日金
■予約時の留意点

▼ご利用にはパスワードを含む利用者登録が

必要です

▼予約可能な資料は１人５点までです

▼受け取り館での貸し出しの準備が整うまで、時間をいただく場合が

あります

■問い合わせ　水沢図書館（☎ 23-3372）、江刺図書館（☎ 34-1078）、

前沢図書館（☎ 56-6781）、胆沢図書館（☎ 46-2133）、衣川セミナー

ハウス（☎ 52-3900）

■■ 【４月１日～】

　　　 Ｗｅｂ予約ができる図書館の資料が増えます ■■

　市立図書館資料（本、雑誌など）のＷｅｂでの予約は、貸し出し中

の資料のみが対象でしたが、４月１日からは、貸し出し可能な資料も

Ｗｅｂ予約ができます。窓口や電話での予約に加え、Ｗｅｂ予約もぜ

ひご活用ください。詳しくはお近くの図書館へお問い合わせください。
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