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　物件情報など詳しくは組合ホー

ムページでご確認ください。

■入札日時　７月 28 日木午前 10

時（受け付けは９時半～ 50 分）

■場所　奥州金ケ崎行政事務組合

２階会議室

■入札物件の公開日時　６月 27

日🈷～７月８日金　午前９時～正

午、午後１時～４時（平日のみ）

※要予約

■申込期間　６月 27 日🈷～７月

11 日🈷　午前９時～正午、午後１

時～５時（平日のみ）

■問い合わせ　奥州金ケ崎行政事

務組合企画総務課財政係（☎ 24-

5821）

　市は、川にすんでいる生物を捕

まえて調べることで川の水質を知

る「水生生物調査」の参加団体を

募集しています。夏休みの子供会

活動にいかがですか。

　講師の派遣や道具の貸し出しに

ついてもご相談に応じます。

■問い合わせ　本庁生活環境課環

境係（☎ 34-2340）

　５年１月８日日に開催予定の

「二十歳のつどい」（旧成人式）

の企画・運営を行う実行委員を募

集します。

■対象　平成14年４月２日～15年

４月１日生まれの市民または市内

中学校卒業者

■申し込み方法　「住所、氏名、

生年月日、電話番号」を電話また

はメールで連絡

■申込期限　７月25日🈷
■問い合わせ・申込先　本庁生涯

学習スポーツ課生涯学習係（江刺

総合支所・☎34-2497、 shousup

o@city.oshu.iwate.jp)

　家庭的保育事業や小規模保育事

業などで保育補助者として従事す

る「子育て支援員」を養成します。

詳しくは、市ホームページをご覧

ください。

■期日　９月４日、11日、10月２

日、16日、23日（全て日・全５

回）※全ての受講が必要

■対象　市内に在住する人

■場所　市役所本庁舎３階会議室

■受講料　無料※テキスト代、交

通費などは実費負担

■定員　20人

■申し込み方法　申込先で配布す

る受講申込書（市ホームページか

らダウンロード可）を郵送または

直接提出

■申込期限　７月15日金（必着）

■問い合わせ・申込先　本庁保育

こども園課幼保支援係（☎34-

1634）

　

◉初級水泳教室

■対象　泳げない小学１～３年生

■日時　①午前の部…７月27日水、

29日金、30日土、８月１日🈷、２

日火（全５回）午前10時半～11時

半、②夜間の部…７月27日水～29

日金、８月１日🈷、２日火（全５

回）午後６時～７時

■参加料　５回で2,500円

■申込期間　７月５日火～12日火
◉夏休み水泳教室

■対象　水を怖がらず、ある程度

泳げる小学４～６年生

■日時　８月８日🈷～12日金（全

５回）午前10時半～11時半

■参加料　５回で3,500円

■申込期間　７月12日火～19日火
◉共通

■場所　前沢Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール

■申し込み方法　申込先にある申

込書に記入して提出

■問い合わせ・申込先　前沢い

きいきスポーツランド（☎56-

7290）

◉「はやぶさの日」記念特別展示

■内容　①小惑星リュウグウから

採取されたサンプルのレプリカ展

示、②全国科学館連携協議会巡回

展「はやぶさ２のミッションにチ

ャレンジ」

■期日　～７月10日日（火休館）

■時間　午前９時～午後４時半

■参加料　入館料のみ

◉７月星空観望会

■日時　７月９日土午後６時半～

８時半

■内容　①ポラーノ室内合奏団「七

夕コンサート」②星空観望会「春の

夫婦星・夏の夫婦星」

■定員　30人（要申し込み）

■参加料　無料

◉共通

■場所・問い合わせ・申込先　奥

州宇宙遊学館（☎24-2020）

　ブラックホール撮影のプロジェ

クトメンバー、田崎文得さんから

銀河のお話を聞いて、銀河ゴマを

作りませんか。

◉回れ回れ銀河ゴマ !!　宇宙の

しくみを知ろう～ブラックホール

と天の川～

■日時　７月 23 日土午前 10 時

■場所　胆沢文化創造センター

■対象　市内の小学生

■参加料　無料

■定員　20 人（要申し込み）

■申し込み方法　電話または申込

書を提出

■申込開始日　７月５日火
■問い合わせ・申込先　胆沢図書

館（☎ 46-2133）

子育て支援員研修

胆沢図書館

夏休みワークショップ

地域 住宅名 所在地 戸数 単身 構造・室数 階数 家賃（円）

水沢

松堂住宅 佐倉河字松堂 １ 可 中耐４階建、３ＤＫ １階 16,200～31,800

川端住宅 字川端 １ 可 中耐３階建、３ＤＫ １階 10,800～21,300

ひばりが丘住宅 字川端 ２ 中耐３・４階建、２ＤＫ １階 17,300～36,300

石田住宅 字桜川 １ 中耐４階建、３ＤＫ １階 19,200～37,700

赤土田住宅 字赤土田 １ 可 中耐３階建、３ＤＫ ３階 15,000～29,400

北余目住宅 姉体町字北余目 ２ 可 簡耐平家建、２Ｋ － 4,500～ 9,000

江刺

下苗代沢住宅 岩谷堂字下苗代沢 ３ 木造平家建、２ＬＤＫ － 19,500～41,500

耳取住宅 男石三丁目 １ 木造平家建、３ＤＫ － 15,000～27,400

男石住宅 男石二丁目 １ 木造平家建、３ＤＫ － 17,200～33,700

向山住宅 岩谷堂字向山 １ 可 木造２階建、２ＬＤＫ １階 14,900～29,300

前沢
竹沢団地 字竹沢 １ 木造２階建、２ＬＤＫ － 24,000～47,000

竹沢団地 字竹沢 １ 可 木造平家建、１ＤＫ － 13,000～25,500

衣川 池田団地 九輪堂 １ 可 簡耐２階建、３Ｋ － 12,900～25,400

■■ 市営住宅の入居者募集 ■■

■申込期間　７月８日金まで　

■申し込み資格　住宅に困窮し、かつ低所得であることなど　※事前にご相談ください

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

二十歳のつどい実行委員

水生生物調査を

実施してみませんか

奥州金ケ崎行政事務組合の

公用車を公売します

いきスポ水泳教室

宇宙遊学館のイベント

奥州金ケ崎行政事務
組合ホームページ▶

※北余目住宅は和式くみ取りトイレ、他は洋式水洗トイレです

各種相談日程 ７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５月31日現在（ ）内は前月比

　人　口 112,350 人（-59） 男54,696（-７） 女57,654（-52）

　世帯数 46,277世帯（+51）
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
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
５日火

13:30 ～ 15:30
19日火

会   場 開催日 時  間

市役所本庁舎 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


