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里山散策・体験ツアーを開催
　体験村・たのはたでは｢晩秋の里
山散策・体験ツアー｣を開催します。
　のどかな里山の散策や田野畑産
の豆腐を使った郷土料理｢八杯汁｣
の料理体験を行います。
◆日時…11月３日㈭
　　　　午前10時～午後１時
◆集合場所…甲地地区公民館
◆集合時間…午前10時
◆定員…20人(小学生以下は保護
　者が同伴してください)

◆参加費…500円(小学生以下無料)

◆申込期限…11月１日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…体験
　村・たのはたネットワーク
　(☎0194-37-1211)

岩泉町への災害義援金の報告
　台風10号被害に対する岩泉町へ
の災害義援金箱を役場など４カ所
に設置したところ144,150円の募金
がありました。お預かりした義援
金は、10月３日に岩泉町の指定口
座へ入金しました。皆さまのご協
力ありがとうございました。
◆問い合わせ先…総務課
　(☎34-2111　内線11)

さだまさしさんがコンサート
　東日本大震災とこのたびの台風
10号により被害を受けた被災地の
皆さんに元気を届けるため、歌手
のさだまさしさんがコンサートを
開催します。
◆日時…11月４日㈮　午後２時～
　(公演は１時間程度を予定)

◆場所…田野畑中学校ホール
◆その他…観覧は無料です。駐車
　場に限りがありますので乗り合
　わせてお越しください
◆問い合わせ先…復興対策課
　(☎34-2111　内線67、68)

村漁業協同組合で職員を募集
　村漁業協同組合では、次のとお
り職員を募集します。
◆募集職種…臨時職員 (組合業務
　全般)

◆募集人数…若干名
◆応募資格…普通自動車運転免許
　を有しパソコン操作ができる人
◆給与など…当組合の規定による
◆勤務時間…午前８時30分～午後
　５時
◆加入保険…雇用、労災、健康、厚生
◆応募方法…履歴書(顔写真付き)

　を提出してください。後日、面接
　の日時などをお知らせします
◆応募期限…10月31日㈪　
　※応募状況により期限前でも締
　　め切る場合が有ります　
◆応募・問い合わせ先…村漁業協
　同組合 (田野畑村羅賀192-114、
　☎ 33-2311)

村営住宅などの入居者を募集
　村は、村営住宅と定住促進住宅
の入居者を募集します。
【村営住宅】
◆募集住宅・規模…西和野団地６ 

　号 (菅窪 18番地 39)木造平屋建
　（居室２室、ダイニングキッチン、
　トイレ、洗面所、浴室）
◆家賃…月額21,900円から
　※家賃は入居する人数や収入な
　どにより決定します
◆入居可能日…12月を予定
◆申込期限…11月21日㈪
◆�入居資格…①60歳以上の単身世
　帯または60歳以上の人が親族(配
　偶者、18歳未満または60歳以上
　の人、身体障害者または精神的欠
　陥を有する人)とのみ同居する世
　帯②現に住宅に困窮しているこ
　と③暴力団員でないこと④市町
　村税を滞納していないこと⑤毎
　月の所得合計額から、配偶者・扶
　養者などに係る控除分を除いた
　額が20万円以下であること
【定住促進住宅】
◆募集住宅・規模…羅賀団地Ｄ号
　(羅賀 192-120)木造 56.31㎡（居
　室２室、ダイニングキッチン、ト
　イレ、洗面所、浴室）
◆使用料…月額45,000円
◆入居可能日…11月上旬を予定
◆申込期限…10月28日㈮
◆�入居資格…①家賃の支払いが可
能な所得がある人②市町村税の
滞納がないこと③暴力団員でな
いこと④村に住民登録できる人

【共通事項】
◆敷金…月額使用料の３カ月分
◆�申し込み・問い合わせ先…建設
第二課（☎34-2113 内線400)

　10月25日㈫から村内全域で、光
回線を利用したサービスの提供が
開始されます。現在、村内で通信事
業者からの営業の電話が増加して
います。サービス内容や加入する必
要があるかどうか分からない場合
には、その場ですぐに契約せず、十
分に検討を行うようにしてください。
◆消費者問題の問い合わせ先…消
　費者ホットライン(☎188)、生 

　活環境課(☎34-2114 内線24)

光回線の契約は十分に検討を



役立ちカレンダー　 期間：10月15日(土)～10月31日(月)　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

10月15日㈯
マレットゴルフ場無料開放日
（16日まで） 村マレットゴルフ場 ９：00～18：00 教育委員会(内線12）

たのはたっ子運動クラブ④ アズビィホール 10：00～12：00

教育委員会(内線11）17日㈪ アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー
教室」(24日、31日も開催 ) アズビィ体育館 20：00～21：00

18日㈫ アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」
（25日も開催） アズビィ体育館 18：00～19：00

19日㈬
幼児健診 健診センター 12：20～15：30 保健福祉課(内線54)
アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」
(26日も開催） アズビィ体育館 19：30～21：00

教育委員会(内線11）
21日㈮

アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
(28日も開催） アズビィ体育館 19：00～21：00

アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス教室」 アズビィホール 18：30～20：30
27日㈭ 健康相談 机地区開発センター拓心館 10：00～11：30 保健福祉課(内線52)
29日㈯ 第43回村民文化展 (11月１日まで ) アズビィ楽習センター ９：00～��18：00 教育委員会(内線12）
30日㈰ 一斉清掃 村内各地区 ６：30～��８：30 生活環境課(内線22)

31日㈪ 村県民税３期　国民健康保険税５期　納期限 税務会計課(内線34)
後期高齢者医療保険料４期　介護保険料５期　納期限 生活環境課(内線21)

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102

復興交流会を開催します
　東日本大震災以降、本村と交流
を続けている紫波町の復興支援ボ
ランティア「虹」と交流会を行い
ます。参加を希望する人は申し込
んでください。
◆期日…10月29日㈯
◆行程…拓洋台(７:00発)→アズ
　ビィ楽習センター(７:05発)→

　黎明台(７:15発)→紫波総合高
　校「紫鷲祭」見学・交流会(10:30

　～)→オガール見学(14:00～)→

　田野畑村(18:30着)

◆対象…村民、村内で働いている人
◆募集定員…40人
◆参加料…無料
◆申し込み・問い合わせ先…復興
　対策課（☎34-2111　内線67、68）

　教育委員会は ｢秋の星座教室｣
を開催します。
◆日時…10月25日㈫～27日㈭
　　　　午後７時～８時
　※曇りの場合は中止とします
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加費…無料
◆その他…申し込みは不要です
◆問い合わせ先…教育委員会
　(☎34-2226　内線11)

秋の星座教室を開催します

村駅伝競走大会中止のお知らせ
　10月30日㈰に開催を予定してい
た村駅伝競走大会は、平井賀防潮堤
工事などの影響により中止します。
◆問い合わせ先…村体育協会 (教
　育委員会内　☎34-2226)

歯周病検診を実施します
　村は、歯周病検診を実施します。
　成人が歯を失う最大の原因は歯
周病です。最近では、心臓病や肺炎
などの全身の病気や低出生体重児
に影響すると言われています。
◆検診日…10月31日㈪　
◆受付時間…午前７時30分～８時
　30分
◆場所…村保健センター　
◆対象者…平成29年３月31日時点
　で満40歳以上の人および出産予
　定日が11月以降の妊婦で妊婦歯
　科健診を受けていない人
　※総入れ歯の人は対象外です
◆検診内容…問診と唾液の採取
　(検査時間は10分程度です)

◆料金…無料
◆申込期限…10月20日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…保健
　福祉課 (☎33-3102　内線54)

沿岸部の粗大ごみを収集
　沿岸部の地区を対象に粗大ごみ
の収集を行います。申し込みのあ
った家庭を巡回しますので、希望
する場合は、10月21日㈮までに電
話で申し込んでください。申し込
みのあった物以外は収集しません
ので注意してください。
◆収集日…11月５日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明
　戸、　羅賀、島越、切牛、真木沢、
　浜岩泉、大芦
◆収集する物…自転車、チャイル
　ドシートなど、指定のごみ袋に
　入らない大きさの物が対象
◆収集数…１世帯当たり３点まで
◆申し込み方法…氏名(世帯主)と
　地区名、電話番号、粗大ごみの
　種類と数量を申し出てください。
　処理量を超えた場合は、早めに
　締め切る場合があります
◆その他…粗大ごみは、収集する
　トラックに積みやすい場所に出
　しておいてください
◆申し込み・問い合わせ先…生活
　環境課（☎ 34-2114　内線 22）

行政相談所を開設します
　行政相談は、役所 (国・県・市
町村 )や独立行政法人、特殊法人
(郵便局、ＮＴＴ、高速道路など )

などの仕事に関して、困っている
ことや要望について相談に応じ、
その解決の促進を図るものです。
◆日時…10月21日㈮
　　　　午前10時～正午
◆場所…役場村民談話室
◆相談員…佐々木茂行政相談員
◆その他…相談無料。秘密厳守
◆問い合わせ先…総務課
  (☎34-2111　内線16)


