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年賀状作成講座を開催します
　教育委員会は「やさしいパソコ
ン講座～写真の取込みと年賀状文
面作成～」を開催します。写真を
パソコンに取り込む方法や、年賀
状の文面作成を丁寧に教えます。 

　今年一番の写真を使った年賀状
を自分で作ってみませんか。
◆日時…12月４日㈰
　　　　午前10時～正午
◆場所…アズビィ楽習センター
◆持ち物…パソコン、年賀状に使
　用したい写真データ
◆対象…18歳以上の村民
◆定員…先着10名
◆参加費…無料
◆応募期限…11月30日㈬
◆応募・問い合わせ先…教育委員
　会（☎ 34-2226）

海のアルプスウオーキングを開催
　岩手県県北広域振興局では、み
ちのく潮風トレイル普代南～田野
畑間の開通記念イベントを開催し
ます。
　海のアルプスとして名高い黒崎
・北山崎。北山崎展望台をスター
トし、普代南ルート・普代・黒崎
方面を目指し北上するルート。自
然歩道あり、海沿いの道あり、心
地良い潮風を感じながら歩きます。
◆日時…12月11日㈰　
　午前８時15分～午後３時30分
　※受付開始は午前７時45分から
◆集合場所…三陸鉄道普代駅
◆Ａコース…北山崎展望台～国民
　宿舎黒崎荘
◆Ｂコース…国民宿舎黒崎荘～三
　陸鉄道普代駅　
　※受け付けは、国民宿舎くろさ
　　き荘で正午から行います
◆Ｃコース…北山崎展望台～国民
　宿舎黒崎荘～三陸鉄道普代駅
◆定員…50名
◆参加料…無料
◆持ち物…水筒、雨具、健康保険証
◆申込期限…12月３日㈯
◆申し込み・問い合わせ先…みち
　のく潮風トレイル (八戸～普代
　間)利用促進協議会事務局(☎01

　94-53-5756、FAX0194-66-8006
　メールアドレスinfo＠kuji-tourism.jp)

家屋解体の届け出を忘れずに
　平成 28 年中（平成 28 年１月
２日から平成 29 年１月１日まで）
に家屋を解体した人は、固定資産
課税台帳から抹消するために届け
出が必要です。
　届け出がなかった場合は、引き
続き固定資産税が賦課されること
になりますので、忘れずに届け出
をしてください。
◆届出期限…平成29年１月31日㈫
◆その他……届出用紙は、各地区
　の行政区長さん宅にあります
◆問い合わせ先…税務会計課
　（☎34-2112　内線34）

旧６小学校校歌などを収録したＣＤを配布
　教育委員会は、旧六小学校の校
歌と新田野畑小学校校歌を収録し
たＣＤを無料で配布します。
　先着順とし、在庫がなくなった
時点で配布終了となります。
◆配布場所…教育委員会または役
　場窓口
　※12月以降は郵送などでの配布
　　にも応じます。詳しくは問い
　　合わせてください
◆その他…配付枚数は、原則１世帯
　１枚とします
◆問い合わせ先…教育委員会　　
　(☎34-2226　内線22)

11月30日は｢年金の日｣です
　厚生労働省では、11 月 30 日を

「年金の日」としています。
　この機会に「ねんきん定期便」
や「ねんきんネット」で、年金記
録と年金受給見込額を確認し、未
来の生活設計について考えてみま
せんか。
　「ねんきんネット」では、いつ
でも年金記録を確認できるほか、
将来の年金受給見込額について、
年金記録を基に様々なパターンの
試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、
日本年金機構のホームページで確
認していただくか、宮古年金事務
所に問い合わせてください。
◆問い合わせ先…宮古年金事務所 

　（☎ 0193-62-1963）

みちのく潮風トレイルの整備ボランティアを募集します
◆日時…12 月５日㈪　午前９時 30 分～午後３時　( 雨天順延日６日㈫ )

◆整備区間…島越漁港～白池海岸～真木沢海岸
◆持ち物…作業しやすい服装、昼食、飲み物、草刈り用具
◆集合場所…北山崎断崖クルーズ観光船発着所前
◆申込期限…12 月４日㈰　午後５時まで
◆申し込み・問い合わせ先…体験村・たのはたネットワーク ( ☎ 37-1211)



役立ちカレンダー　 期間：11月16日(水)～12月２日(金)　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

11月16日㈬
乳児健診 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」
(30日も開催） アズビィ体育館 19：30 ～ 21：00

教育委員会(内線11）

18日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
(25日も開催） アズビィ体育館 19：00 ～ 21：00

21日㈪ アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー
教室」(28 日も開催 ) アズビィ体育館 20：00 ～ 21：00

22日㈫ アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」
（29日も開催） アズビィ体育館 18：00 ～ 19：00

24日㈭ キッズスポーツ 田野畑小学校体育館 15：30 ～ 17：00
25日㈮ 健康相談 沼袋地区公民館 青雲館 10：00 ～ 11：30 保健福祉課(内線52）
27日㈰ 第５回バドミントン交流会 アズビィ体育館 ９：00 ～  13：00

教育委員会(内線11）

30日㈬
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス教室」 アズビィ楽習センター 10：00 ～ 12：00
国民健康保険税６期　納期限 税務会計課(内線34)
後期高齢者医療保険料５期　介護保険料６期　納期限 生活環境課(内線21)

12月２日㈮
乳がん・子宮がん検診 アズビィ楽習センター ９：30 ～  10：30 保健福祉課(内線52）
特設人権相談 役場第一会議室 10：00 ～ 15：00 生活環境課(内線23)

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

歳末たすけあい演芸会を開催
　村社会福祉協議会では、第 47

回田野畑村歳末たすけあい演芸会
を開催します。
　ボランティア出演者による歌や
踊りなどを予定しています。
◆日時…12月４日㈰
　　　　午前10時～午後１時
◆場所…アズビィホール
◆入場料…大人500円、小学生以下
　200円
◆その他…前売り券（大人450円、
　小学生以下150円）は、村社会福
　祉協議会などで販売しています
◆問い合わせ先…村社会福祉協議
　会（☎33-3025）

◆開催日程など
開 催 日 時 間 対 象 地 区 場 所

12 月５日㈪
10：00～12:00 田野畑北部 明戸地区公民館
13:00～15:00 田野畑中央・南部 役場村民談話室
15:30～17:30 田野畑西部 尾肝要地区公民館

　新岩手農業協同組合宮古営農経済センターでは、農業収入を目
的とした野菜・花き・ワサビなどの園芸品目栽培に興味がある人
を対象に、栽培品目の紹介や意見交換を目的とした座談会を開催
します。事前申し込みは必要ありませんので、興味がある人は、
お気軽に園芸推進座談会へ参加してください。
◆問い合わせ先…新岩手農業協同組合宮古営農経済センター米穀
　園芸課（☎ 0193-69-3220）

園芸推進座談会を開催します

介護予防ボランティア養成講座
　村と宮古保健所では、村で行っ
ている介護予防教室に協力してい
ただいたり、地域で介護予防の意
識や知識の普及をしていただく介
護予防ボランティアの養成講座を
開催します。
◆日時…11月21日㈪　午後１時～
　３時30分、28日㈪　午後１時～
　４時
◆場所…保健センター　会議室
◆募集人数…20 名
◆対象者…村内に在住し、介護予
　防教室などの協力が可能な人
◆申し込み・問い合わせ先…村地
　域包括支援センター
　(☎32-3013)

　岩手県では、被災された人の住
宅再建を支援するため、県内企
業・団体による最新の住宅情報の
提供などを行う「いわて復興住宅
祭 in 宮古」を開催します。
◆日時…12月３日㈯、４日㈰
　　　　午前10時～午後４時
◆場所…シーアリーナ(宮古市民総
　合体育館)

◆内容…住宅情報の提供、住宅建
　築、災害復興住宅融資などに関
　するセミナー(４日)、個別相談
　会(４日)

◆問い合わせ先…(一財)岩手県建
　築住宅センター
　(☎019-623-4414)

いわて復興住宅祭in宮古

サッパ船アドベンチャーズ特別運行
　体験村・たのはたネットワーク
では、サッパ船アドベンチャーズ
｢鵜の巣断崖スペシャルコース｣
の特別運行を行います。
◆日時…11月23日㈬　午後１時～
　※乗船時間は約40分です
◆集合場所…島越漁港
◆料金…2,500円
◆定員…先着15名
◆申込期限…11月22日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…体験
　村・たのはたネットワーク
　(☎37-1211)


