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　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、下記の期間に電話で
申し込んでください。
　なお、申し込みのあった物以外
は収集しません。
◆収集日…11月４日㈯
◆受付期間…10月23日㈪～25日㈬
　午前８時30分～午後５時15分
◆��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）

沿岸部の粗大ごみを収集

　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、歯周病は心
臓病や肺炎などの全身の病気や低
出生体重児出産に影響すると言わ
れています。
◆実施日…10月31日㈫
◆�受付時間…午前７時30分～８時
30分
◆場所…保健センター集団指導室
◆�対象者…①平成30年３月31日時
点で満40歳以上の人、②妊婦
（出産予定日が12月以降で妊婦
歯科健診を受けていない人）
　※総入れ歯の人は、対象外とな
　　ります
◆�検診内容…問診と唾液の採取
　(検査時間は約10分です )

◆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）

歯周病検診を実施します 若者の就職を応援します

　もりおか・みやこ若者サポート
ステーションでは、「働きたいけ
ど、働くのが不安」、「他人との会
話が苦手」といった悩みを抱えて
いる若者の就労に向けた支援を
行っています。
◆利用時間…月・水・金曜日
　午前10時～午後３時※祝日除く
◆�場所…みやこ若者サポートス
テーション（宮古市黒田町７-12）
◆�対象者…おおむね15歳～39歳ま
での人とその家族
◆内容…就労相談、就労体験など
◆利用料…無料
◆�問い合わせ先…もりおか若者サ
ポートステーション（☎ 019-

601-6638、　iwate–sapo@m–

sapo–iwate.com）

　宮古税務署では、平成31年10月
から実施される軽減税率制度につ
いて説明会を実施します。
◆日時…11月７日㈫　
　①午前11時～正午
　②午後１時30分～２時30分
◆場所…岩泉町役場大会議室
◆定員…60人
◆�問い合わせ先…宮古税務署法人
課税部門（☎ 0193-62-1921）

消費税軽減税率制度説明会

　宮古保健所では、心肺蘇生法の
普及を図るため、応急手当普及員
養成講習会（新規講習）を開催し
ます。
◆日時…11月15日㈬～17日㈮
　午前８時30分～午後５時30分
◆�場所…宮古地区広域行政組合宮
古消防署
◆�内容…応急手当に関する講義お
よび実技
◆�対象…応急手当や心肺蘇生法な
どの普及に熱意のある人
◆募集人数…50人程度
◆�受講料…無料
　※テキストの購入が必要です
◆申込期限…11月１日㈬
◆�申し込み・問い合わせ先…宮
古保健所管理課（☎ 0193-64-

2218）

応急手当普及員養成講習会

　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
ことや要望したいことについて相
談に応じ、その解決の促進を図る
ものです。
◆日時…10月20日㈮
　　　　午前９時～正午
◆場所…役場村民談話室
◆相談員…熊谷勤巳行政相談委員
◆�その他…相談は無料で、秘密は
厳守されます
◆�問い合わせ先…総務課 (☎ 34-

2111　内線16)

行政相談所を開設します



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

10月15日㈰ 村駅伝競走大会 村内コース ９：30～ 12：00 教育委員会（内線22）

16日㈪ アズビィ健康スポーツ教室
「卓球・ソフトバレー教室」（23日、30日も開催）

アズビィ体育館

20：00～ 21：00

教育委員会（内線11）17日㈫ アズビィ健康スポーツ教室
「ソフトテニス教室」（24日、31日も開催） 18：00～ 19：00

18日㈬
アズビィ健康スポーツ教室
「バドミントン教室」（25日も開催） 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）
20日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」

アズビィ体育館
19：00～ 21：00

教育委員会（内線11）
21日㈯ たのはたっ子運動クラブ「転がる教室」 10：00～ 11：00
24日㈫ シニア講座「本格陶芸教室」 北限の民窯　小久慈焼 10：00～ 12：00
27日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス教室」 アズビィ体育館 18：30～ 20：00

28日㈯
村民文化展（10月31日㈫まで開催） アズビィ楽習センター ８：30～ 18：00 教育委員会（内線22）
岩泉・田野畑地域安全大会 アズビィホール 13：00～ 16：00 総務課（内線16）

29日㈰ 秋の一斉清掃 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　納期限 税務会計課（内線32）
国民健康保険税５期　納期限 税務会計課（内線31）
介護保険料５期　後期高齢者医療保険料４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

　村は、村営住宅（定住促進住宅）
の入居者を募集します。
◆募集住宅…羅賀団地Ａ号、Ｃ号
◆住所…羅賀192番120

◆�規模…Ａ号55.89㎡、Ｃ号56.31㎡
◆�間取り…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…11月上旬予定（入
居準備でき次第）
◆申込期限…10月25日㈬
◆�入居資格…次の①～④のすべて
に該当する人
　 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）

定住促進住宅の入居者募集

　認知症カフェは、認知症の正し
い知識を学んだり、お茶を飲みな
がら自由におしゃべりをして楽し
く過ごせる場所です。
◆日時…10月27日㈮
　　　　午後１時30分～３時
◆�場所…リアス倶楽部
◆�内容…認知症に関するミニ講話
など
◆対象者…認知症に関心のある人
◆参加費…100円
◆�その他…認知症や介護の相談に
専門員が応じます
◆�問い合わせ先…村地域包括支援
センター（☎ 32-3013）

認知症カフェを開催します

　岩手県沿岸市町村女性議員ネッ
トワークでは、東日本大震災など
からの復興とその先の将来展望を
考える講演会とシンポジウムを開
催します。
◆日時…10月28日㈯　
　　　　午後１時～４時
◆場所…シートピアなあど
◆�講演会…演題「未来への教訓～
復興から学んだこと～」、講師
奥山恵美子さん（前仙台市長）
◆シンポジウム…テーマ「復興後
　の沿岸振興を考える」
◆��問い合わせ先…講演会事務局
（☎ 0193-62-5954）

女性議員ネットワーク設立記念講演会

　岩手県行政書士会では、相続、
遺言、各種事業の許可申請、各種
書類の作成など、毎日の暮らしや
事業に役立つ行政手続きについ
て、無料相談会を開催します。
◆日時…10月21日㈯
　　　　午後１時～４時
◆�場所…宮古市民総合体育館
（シーアリーナ）
◆�問い合わせ先…岩手県行政書士
会事務局（☎ 019-623-1555）

暮らしと事業の無料相談会

◆日時…10月24日㈫
　　　　午前10時～正午
◆場所…宮古地区合同庁舎
◆�内容…ストレスや不眠などで悩
んでいる人、自死遺族などの相
談に保健師が応じます
◆�その他…前日までに申し込みが
必要です
◆�申し込み・問い合わせ先…宮
古保健所保健課（☎ 0193-64-

2218）

自殺関連こころの相談窓口


