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マレットゴルフ場が営業開始
　村マレットゴルフ場では、４月
５日㈬から今シーズンの営業を開
始しました。
◆�営業期間…12月下旬まで（積
雪などの状況により変更あり）
◆営業時間…午前９時～午後６時
◆�料金（１日券）…一般 500円、

65歳以上 400円、高校生以下
200円
　※ １日券のほか、半日券、回数
券（10回分）、シーズン券が
あります

◆�問い合わせ先…村マレットゴル
フ場（☎ 33-2816） 

　村社会福祉協議会では、誰もが
気軽に集まり、仲間づくりや健康
保持などを目的とした「ふれあい・
いきいきサロン」の活動費を助成
します。
　応募方法など詳しい内容は問い
合わせてください。
◆�対象団体…村内において自主的
に住民活動を行う任意の団体、
地域住民による仲間づくりや
健康保持などの活動を行う団
体など
◆助成額…１団体５万円まで
◆�申請受付期間…５月 12日㈮ま
で（土日祝日を除く）
◆�応募・問い合わせ先…社会福
祉法人田野畑村社会福祉協議
会（〒028-8407田野畑村田野畑
120-１　☎33-3025）

サロンの活動費を助成します

　村は、交通安全キャンペーンや
各種イベントなどの交通指導を行
う交通指導員を募集します。
◆募集人数…１人
◆�応募資格…村内に住所がある
20歳以上の人で、普通自動車
運転免許を有する人
◆報酬…年額 11万４千円
　※制服などは全て貸与します
◆応募期限…４月 21日㈮ 

◆�応募・問い合わせ先…総務課（☎
34-2111　内線 16）

交通指導員を募集します
　北山崎断崖クルーズ観光船の定
期運航が４月 22日㈯から始まり
ます。
◆�運航期間…４月 22日㈯～ 11

月５日㈰
◆�出航時間…①午前８時 40分②
午前 10時 30分③午後１時 30

分④午後３時 30分
◆���臨時便…①午前９時 35分②正
午③午後２時 30分
　※ ゴールデンウィークやお盆期
間などに運航を予定

◆周遊時間…約 50分
◆�料金…大人 1,460円、小人 730

円（15人以上で団体割引あり）
◆�問い合わせ先…北山崎断崖ク
ルーズ観光船発着所（☎ 33-

2113）

観光船の定期運航が始まります男女共同参画サポーター養成講座
◆�開催期間…５月～ 10月（日程
の詳細は、岩手県男女共同参
画センターのホームページを
確認してください）
◆�場所…いわて県民情報交流セン
ター（アイーナ）８階など
◆募集人数…60人程度
◆�応募対象…県内に在住する 18

歳以上の人（学生可）
◆�応募方法…受講申込書に必要事
項を記入のうえ、政策推進課
に提出してください。受講申
込書は、政策推進課で配布し
ているほか、岩手県男女共同
参画センターのホームページ
からダウンロードできます
◆応募期限…５月１日㈪
◆�受講料…無料。テキスト代
1,500円は村が補助します

◆�託児…託児を用意します。対象
は１歳程度から就学前の幼児（詳
細は問い合わせてください）
◆�問い合わせ先…岩手県男女共
同参画センター（☎ 019-606-

1761）、政策推進課（☎ 34-2111

内線 64）

　ホテル羅賀荘では、村内在住の
画家、佐々木琢磨さん＝切牛＝の
絵画を展示します。
◆�展示期間…４月 30日㈰～７月
２日㈰（予定）
◆展示場所…ホテル羅賀荘１階
◆�問い合わせ先…ホテル羅賀荘
（☎ 33-2611）

羅賀荘に絵画を展示します
　村は、平成 28年 11月６日に
開催した「たのはたのココロ芸能
祭りと音楽会 2016」の様子を収
録したＤＶＤを無料で配布します。
　大宮神楽、菅窪鹿踊、甲地鹿踊
りなどの郷土芸能や旧６小学校校
歌の合唱が収録されています。
◆配布場所…役場窓口
◆配布枚数…400枚
◆�問い合わせ先…政策推進課 (☎
34-2111　内線 66)

ＤＶＤを無料で配布します



知的障がい者巡回相談を実施
◆日時…６月 13日㈫
　午前 11時～午後４時（予定）
◆�場所…フラットピアみやこ（宮
古市田の神２-２-５）

◆�対象者…18歳以上の知的障が
いのある人
◆�相談内容…療育手帳の新規申請
相談や再判定など
◆申込期限…５月 10日㈬
◆�申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102）

役立ちカレンダー　 期間：４月17日（月）～５月１日(月)　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

４月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、５月１日も開催）アズビィ体育館 20：00～21：00

教育委員会（内線11）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㈬

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

幼児健診 健診センター 12：20～15：30 保健福祉課（内線53）

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

教育委員会（内線11）
趣味・教養講座
「アズビィ　English　Cafe」 アズビィ楽習センター ９：30～10：30

18：30～19：30

５月１日㈪
固定資産税１期　納期限 税務会計課（内線34）

軽自動車税　納期限 税務会計課（内線31）

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

農作物の鳥獣被害調査を実施
　村は、鳥獣による農作物の被害
防止のため、被害状況調査を実施
しています。
　被害が軽微な場合でも必ず報告
をお願いします。
◆�対象期間…平成 28年４月から
平成 29年３月まで

◆�対象農産物…稲、麦類、豆類、
雑穀、果樹、飼料作物、野菜、
イモ類、工芸農作物、その他 (畜
産物など )

◆�報告内容…被害のあった農作物
など、時期、面積および被害量
◆�報告方法…電話または被害報告
届に記載して提出
　※ 被害報告届は、役場窓口で配
布しているほか、村ホーム
ページからダウンロードで
きます

◆報告期限…５月 10日㈬
◆�報告・問い合わせ先…産業振興
課 (☎ 34-2111　内線 74)

　サクラソウを守る会では、昨年
の台風 10号で被災した、田代地
区サクラソウ生育地の復旧作業を
行います。
　協力いただける人は、道具持参
で現地へ集まってください。
◆日時…５月３日㈬
　　　　午前９時 30分～正午
◆��������集合場所…田代地区サクラソウ
生育地（しもへいグリーンロー
ド沿いのピンクののぼりが目
印です）
◆作業内容…土砂の撤去、流木の
　片付け、橋掛け など
◆�持ち物…スコップ、シャベル、
　軍手、長靴、帽子 など
◆�����問い合わせ先…田野畑・岩泉サ
クラソウを守る会事務局（☎
090-7529-8409）

サクラソウ復旧にご協力を
　村は、村営住宅（定住促進住宅）
の入居者を募集します。
　入居を希望する人は、申し込ん
でください。
◆�募集住宅…大芦団地Ａ号 (大芦
21番地 )

◆�住宅の概要…木造 55.89㎡ (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
◆�敷金…使用料 (月額 )の３カ
月分 (許可日から 30日以内に
納付 )

◆�入居可能日…５月上旬予定（入
居の準備ができ次第）
◆申込期限…４月 25日㈫
◆���入居資格…次の①～④のいずれ
にも該当する人
　①    家賃の支払いが可能な所得の
　　ある人
　②市町村税の滞納がないこと
　③暴力団員ではないこと
　④村に住民登録できる人
◆�その他
　① 申し込み多数の場合は、抽選
になります

　②連帯保証人が必要です
　③ペットの飼育はできません
　④ 必要書類などは担当課に問い
合わせてください

◆�申し込み・問い合わせ先…建
設第二課 (☎ 34-2113　内線
400）

村営住宅の入居者を募集

義肢などの巡回相談を実施
◆日時…５月 26日㈮
　　　　午前 11時～午後２時
◆受付時間…午前11時30分まで
◆�場所…宮古市総合福祉センター
（宮古市小山田２-９-20）
◆申込期限…５月 10日㈬
◆�申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102）


