
●村長の新年あいさつ…………2㌻ 
●丑年生まれ新年の抱負………4㌻ 
●村勢功労者表彰………………5㌻ 
●夢をつなぐ一次産業⑤………6㌻ 
●ごみの分別が変わります……8㌻ 
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● 村からのお知らせ ●

 【地域整備課】　平成21、22年度

の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

入札に参加する方は申請が必要で

す。詳細については村のホームペ

ージを確認するか、下記まで問い

合わせてください。

◆受付期間…2月 1日～28日

◆受付場所…村役場地域整備課　

　※郵送可

◆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）

村営工事への入札は申請を

【生活福祉課】　宮古児童相談所に

よる巡回児童相談が行われます。

　希望者は申し込んでください。

◆日時…2月 6日 (金 )　午前10

　時～正午

◆場所…保健センター

◆申込期限…1月 29日 (木 )

◆申し込み・問い合わせ先…生活

福祉課（☎34-2111 内線22）ま

たは保健医療センター（☎33-

3102）

巡回児童相談が行われます
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 交通事故件数（12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）

12月 累計 12月 累計 12月 累計 12月 累計

平成20年 0 4 0 0 0 4 6 25

平成19年 0 3 0 1 0 5 2 30

増減数 0 1 0 -1 0 -1 4 -5

 【保健医療センター】　2月は浜岩

泉学区を対象に特定健診を実施し

ます。浜岩泉学区以外の人でも、

予約をすれば受診することができ

ます。本年度最後の検診になりま

すので、受診券が配布されていて

まだ受診していない人は、忘れず

に受診しましょう。また、歩行困

難などで、健診センターまで来る

手段がないなどの理由で未受診の

人は、送迎手段などを相談します

ので連絡してください。

◆健診日…2月 6日 (金 )～ 13日

(金 )　※土日祝日除きます

◆時間…午前9時～ 10時 30分、

午後1時30分～2時30分

◆場所…健診センター

◆申し込み方法…受診希望の前日

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…保健

医療センター（☎33‐3102）

特定健診を受診しましょう
 【産業振興課】　「宮古地方農業者

の集い2009」を開催します。

◆日時…2月 7日 (土 )　午後 0

時40分～2時45分

◆場所…グリーンピア田老

◆内容…「食の地元学」

　についての講演会

◆講師…河野和義氏

　（八木澤商店代表

　取締役社長・陸前

　高田市）

◆入場料…無料

◆問い合わせ先…産業振興課（☎

34-2111　内線46）

農業者の集い2009を開催

● その他のお知らせ ●

　（社）田野畑村産業開発公社で

は、臨時職員を募集します。

◆職種…牛乳・乳製品の製造およ

び出荷業務（臨時職員）

◆募集人員…1人

◆応募資格…普通自動車運転免許

を所持し、健康体の人

◆給与など…当社規定による

◆勤務時間…午前8時～午後5時

◆加入保険…雇用、労災、健康、

　厚生

◆応募期限…2月 2日 (月 )

◆応募方法…履歴書（写真付き）

を持参または郵送してくださ

い。後日、応募者に面接の日

時と場所をお知らせします

◆応募・問い合わせ先…（社）田

野畑村産業開発公社（〒028-

8401　田野畑村尾肝要39-1　☎

34-2080）

公社が臨時職員を募集



　宮古・下閉伊地区の高校に通う

生徒の合同芸術祭「第22回宮古下

閉伊高校芸術祭」を開催します。

◆開催日…1月 31日 (土 )、2月

1日(日)、3日(火)

◆時間…午前9時～午後5時（た

だし3日は午後3時まで）

◆場所…宮古市民文化会館

◆内容…

　展示部門

　美術工芸、書道、写真、華道な

　どの作品展示

　ステージ部門

　2月1日(日)午後1時30分～

　吹奏楽、合唱、郷土芸能、太鼓

　などの発表

◆入場料…無料

◆問い合わせ先…県立宮古高等学

校（☎0193-63-6426）

高校生作品展などを開催

役立ちカレンダー　 期間：1月18日（日）～2月6日（金）

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先
【情報の公開】

1月18日 日 教育フォーラムｉｎたのはた アズビィホール 9：00～11：50 教育委員会　　　　【公開】

20日 火

障がい者地域懇談会 アズビィ楽習センター 13：30～15：30
生活福祉課（内線22）
　　　　　　　　【非公開】

特産品開発勉強会 役場第1会議室 13：00～14：30
政策推進課（内線65）
　　　　　　　　　【公開】

2月  2日 月

村県民税4期・国保税8期の納期限 税務会計課（内線33）

介護保険料8期の納期限 生活福祉課（内線27）

3日 火 乳児健診 健診センター 13：00～15：00 保健医療センター【非公開】

6日 金 巡回児童相談 保健センター 10：00～12：00
生活福祉課（内線22）
保健医療センター【非公開】

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

　自動車の登録や検査手続きは、

毎年3月に集中し、窓口や車検場

が大変混雑します。名義変更や住

所変更、廃車、車検などはできる

だけ2月中に手続きを済ませるよ

うご協力をお願いします。

◆受付時間…午前8時45分～正

午、午後1時～4時

◆問い合わせ先…東北運輸局岩

手運輸支局（☎050-5540-2010、

ホームページアドレスhttp://

www.tht.mlit.go.jp/it/it-

index.htm）、軽自動車検査協会

岩手事務所（☎019-632-8011）

車の登録や検査はお早めに

　宮古保健所では「ひきこもりが

ちな若者」を持つ家族を対象とし

た教室を開催します。

◆日時…1月23日(金)　午前10

時～正午

◆場所…宮古地区合同庁舎（宮古

市五月町1-20）

◆内容…話し合い「ご本人との上

手な距離の置き方」

◆申込期限…1月21日(水)

◆申し込み・問い合わせ先…宮古

保健所（☎0193-64-2218）

ひきこもり家庭教育を開催

　岩手県では、東京・大阪・北海

道・名古屋の岩手県事務所に「岩

手県Ｕターンセンター」を設置し、

Ｕターン就職を希望する方の相談

に応じています。また、Ｕターン

就職などを希望する方へ定期的に

県内の求人情報などを提供する「

Ｕターン・Ｉターン登録制度」を

実施しています。Ｕターン就職な

どを考えている県外在住の家族や

友人へ、Ｕターンセンターの利用

や登録制度への申し込みをお勧め

ください。

◆問い合わせ先…岩手県Ｕターン

センター（☎03-3524-8284）ま

たは県庁雇用対策・労働室

　（☎019-629-5587）

Ｕターン就職には登録を

労働保険などの年度更新申告・納付時期

が6月1日～7月10日に変更になります

　草刈りや伐木、運搬など、森林

内での就労の支援を目的に、次の

とおり資格取得講習会を開催し

ます。就職などをして、これらの

作業をする場合には必要な資格

ですので、希望者は忘れずに受講

してください。

　刈払機講習

◆日時…2月 17日 (火 )　午前9

時～午後4時

　チェーンソー講習

◆日時…2月 18日 (水 )～ 19日

(木) 午前8時30分～午後5時

　林内作業車講習

◆日時…2月 20日 (金 )　午前9

時～午後4時

　共通事項

◆場所…アズビィ楽習センター

◆定員…各講習20人

◆対象者…村内に居住している人

または就業している人（予定

者含む）で、主に林業関係な

どの資格を必要としている人

◆受講料…無料

◆申込期限…2月 10日 (火 )

　※ただし定員になりしだい締

め切ります

◆その他…講習修了者には、特別

教育修了証を交付します

◆申し込み・問い合わせ先…田野

畑村森林組合（☎33-2811）

森林作業の講習会開催


