
 

 交通事故件数（１月31日現在）
　【総務課】　村内の交通事故件数をお知らせします。

区分

年別

人身事故 物損事故

（件） 死者数（人） 傷者数（人） （件）

１月 累計 １月 累計 １月 累計 １月 累計

平成22年 0 0 0 0 0 0 1 1

平成21年 0 0 0 0 0 0 2 2

増減数 0 0 0 0 0 0 -1 -1

● 村からのお知らせ ●

2010

２月 15日号

地上アナログ放送は

平成23年７月24日
に終了します

　地デジ放送が始まっていま
す。地デジ対応のテレビやチ
ューナーを持っている人は、
ぜひお試しください。
◆問い合わせ先…政策推進課
　（☎ 34-2111　内線 63）、ま
　たはデジサポ岩手（☎ 0570-

　07-0101）

【地域整備課】　村営建設工事に関
する指名競争入札および建設関連
業務指名競争入札の参加につい
て、22 年度分の追加申請を受け
付けます。詳細は村のホームペー
ジを確認するか、地域整備課に問
い合わせてください。
◆受付期限…２月 28日㈰
◆申請・問い合わせ先…地域整備
　課（〒 028-8407 田野畑村田野

畑 143-1 ☎ 34-2111 内線 53・55）

村営工事への入札は申請を

【教育委員会】　平成 22 年４月の
小学校統合を記念して、小学校統
合記念誌編集委員会で６小学校の
歩みや現況を取り
入れた記念誌を作
成しています。
　３月上旬に各世
帯に無償配布しま
すので、ご覧くだ
さい。
◆問い合わせ先…
　教育委員会（☎ 34-2226）

小学校統合記念誌を配布 【消防田野畑分署】　３月１日から
７日まで「消えるまで　ゆっくり
火の元　にらめっ子」をスローガ
ンに、春の全国火災予防運動を展
開します。これからの季節は、風
が強く空気が乾燥し、火災の起こ
りやすい気象状態が続きます。火
の取り扱いには十分注意してくだ
さい。全国的に住宅火災によって
多くの死傷者がでています。火災
を早期発見するためにも、住宅用
火災警報器を設置しましょう。
◆住宅防火３つの習慣…
　①寝たばこは、絶対やめる
　② ストーブは、燃えやすい物か

ら離れた位置で使用する
　③ ガスこんろなどのそばを離れ

るときは、必ず火を消す
◆４つの対策…
　① 逃げ遅れを防ぐため、住宅用

火災警報器を設置する
　② 寝具や衣類からの火災を防ぐ

ため、防炎品を使用する
　③ 火災が小さいうちに消すた

め、消火器などを設置する
　④ 高齢者や体の不自由な人を守

るため、隣近所の協力体制を
つくる

◆問い合わせ先…消防田野畑分署
（☎ 34-2100）

火災予防を心掛けましょう

　各小学校で「閉校式」と「思
い出を語る会」が開催されます。

◆沼袋小…３月６日㈯
　　閉校式   13:00～ 13:40（体育館）
　　語る会   14:00～ 16:30（体育館）

◆浜岩泉小…３月 13 日㈯
　　閉校式   10:00～ 11:00（体育館）
　　語る会   12:30～ 15:00（羅賀荘）

◆島越小…３月 20 日㈯
　　閉校式   10:00～ 11:10（体育館）
　　語る会   12:30～ 15:30（羅賀荘）

◆机小…３月 20 日㈯
　　閉校式   13:30～ 14:30（体育館）
　　語る会   15:00～ 17:30（体育館）

◆羅賀小…３月 21 日㈰
　　閉校式   10:00～ 11:00（体育館）
　　語る会   11:30～ 15:00（体育館）

◆田野畑小…３月 21 日㈰
　　閉校式   12:10～ 13:00（体育館）
　　語る会   13:40～ 15:30（体育館）

各小学校閉校式の日程

路面の凍結が心配です。
スピードを抑えて安全
運転を心掛けましょう。



役立ちカレンダー　 期間：２月16日㈫～３月１日㈪

月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

２月16日 ㈫ 幼児健診 健診センター 13：00～15：30 保健医療センター

18日 ㈭ 村女性団体実践活動交流会 アズビィホール 9：00～15：00 教育委員会　　　　　【公開】

24日 ㈬ 二種混合予防接種（小学校６年生） 診療所 15：30～16：30 保健医療センター

３月１日 ㈪ 固定資産税４期納期限 税務会計課（内線31）

役場☎34-2111、教育委員会☎34-2226、診療所☎33-3101、保健医療センター☎33-3102

HIV・肝炎検査ができます
　宮古保健所では毎月１回、ＨＩ
Ｖ抗体検査と肝炎検査を行ってい
ます。検査日に合わせて骨髄バン
クの登録も行っています。
◆実施日…２月 23 日㈫
◆受付時間…
　ＨＩＶ・肝炎…午前９時～ 10 時
　骨髄バンク…午前 10 時～ 11 時
◆場所…宮古保健所（宮古市五月

町 1-20）
◆その他…前日までに予約してく

ださい。検査や相談は匿名で受
け受けることができます

◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所（☎ 0193-64-2218）

職業相談コーナー開設中
　ハローワーク宮古では、田野畑・
岩泉の皆さんを対象に、地域職業
相談コーナーを開設しています。
◆日時…毎月第２・４火曜日
　　　　午前10時 30分～午後３時
◆場所…岩泉町役場分庁舎
◆内容…①職業相談、②雇用情報

の提供など
◆問い合わせ先…ハローワーク宮

古（☎ 0193-63-8609）

● その他のお知らせ ● 民泊受け入れ家庭を募集
　体験村・たのはたネットワーク
では、子どもの「生きる力」をは
ぐくむ体験や経験の場を提供する
取り組みを進め、修学旅行生など
の民泊（ホームステイ）を受け入
れていただける家庭を募集してい
ます。子どもたちとの交流を通じ
て、元気な地域づくりや郷土の魅
力発信をしていきましょう。
◆受け入れ内容…受け入れは年２

回程度で、各回とも子ども３～
４人ぐらい。日中の作業体験が
できない家庭は、宿泊だけの受
け入れでも構いません

◆申し込み・問い合わせ先…ＮＰ

Ｏ法人　体験村・たのはたネッ
トワーク（☎ 37-1211）

予備自衛官補を募集中
◆種目…予備自衛官補（一般・技

能）
◆受験資格…
　①一般：18 歳以上 34 歳未満の

　男女
　②技能：18 歳以上 53 歳未満の

　男女（一部 55 歳未満）
◆受付期間…４月 13 日㈫まで
◆試験日…４月中旬
◆試験会場…陸上自衛隊岩手駐屯

地（滝沢村）
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域

事務所（☎ 0193-63-3881）

うがい、手洗い、マ
スクの着用で、イン
フルエンザの感染を
予防しましょう！

陸上自衛隊の定期演奏会
　陸上自衛隊岩手駐屯地音楽隊で
は、第 25 回定期演奏会を開催し
ます。たくさんの皆さんのご来場
をお待ちしています。
◆日時…３月 13 日㈯　午後２時

15 分会場、午後３時開演
◆場所…盛岡市民文化ホール
◆出演団体…岩手駐屯地音楽隊、

第９音楽隊、秋田駐屯地音楽隊、
巌鷲太鼓部

◆入場料…無料　（ただし、入場
整理券が必要。整理券は２月
21 日㈯から配布します）

◆整理券配布場所…盛岡市・マリ
オス、フェザン、川徳、県民会
館、大通佐々木電気、東山堂楽
器中の橋店、滝沢村・自衛隊岩
手地方協力本部、八幡平市役所、
紫波町役場、矢巾町役場、滝沢
村役場、雫石町役場

◆問い合わせ先…陸上自衛隊岩手
駐屯地司令業務室（☎ 019-688-

4311）

岩手県に就職しませんか
　㈶ふるさといわて定住財団で
は、首都圏在住のＵ・Ｉターン希
望者などを対象に、就職相談会を
開催します。
◆日時…２月 21 日㈰
　　　　午後１時～４時
◆場所…東京交通会館 12 階・ダ

イヤモンドホール（東京都千代
田区有楽町）

◆内容…参加企業との個別面談、
就農情報の提供・相談、看護職
の就職相談など

◆問い合わせ先…㈶ふるさといわ

て定住財団（☎ 019-653-8976）

エイズの正しい知識学ぶ
　エイズやＨＩＶについて考える

「ハートフルエイズデーイベント
2010」を開催します。
◆日時…２月 28 日㈰
　　　　午後１時～４時 30 分
◆場所…アイーナ８階
◆定員…150 人
◆参加料…無料
◆申し込み方法…２月 19 日㈮ま

でに電話で申し込んでください
◆申し込み・問い合わせ先…岩手
　医科大学内ハートフルエイズデー

実行委員会（☎ 019-651-5111）


