
●三陸北縦貫道路「尾肝要道路」…2㌻ 
●新任教職員などの紹介…………4㌻ 
●ごみの分別を再確認……………7㌻ 
●議会だより…………………… 12㌻ 
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● 村からのお知らせ ●

2009

5月 15日号

【消防田野畑分署】　危険物取扱者

試験に係る準備講習を開催します。

◆開催期間…5月 27日（水）～6

月17日（水）　

◆開催地…一関市、久慈市、北上

市、釜石市、奥州市、盛岡市

　※久慈市は5月30日、31日に開催

◆講習内容…乙種第4類および丙

種（講義は乙種第4類が主体）

◆受講料…会員および学生は

8,500円、非会員は13,500円

◆申込書提出先…カメイ(株)宮

古支店

◆申込書配布・問い合わせ先…消

防田野畑分署（☎34-2100）

危険物取扱者試験の講習会
【総務課】　村は、行政情報を公開

しています。手続方法など詳しい

内容は、問い合わせてください。

◆20年度の開示状況…

開示の請求件数 2件

開示の決定件数 1件

異議申し立て件数 0件

　※開示決定1件は、19年度に

開示請求のあったものです

◆問い合わせ先…総務課（☎34-

2111　内線11）

行政情報を公開しています

【保健医療センター】　6月は島越

学区の人を対象に特定健診を実施

します。島越学区以外の人も、申

し込みをすれば受診できます。

◆対象者…国民健康保険加入者で

受診券が届いている人

◆健診日…6月 1日 (月 )～12日

(金 )　※土日は除きます

◆受付時間…午前8時30分～10時

◆場所…健診センター

◆申し込み方法…島越学区の人は

申し込み不要。それ以外の人は

前日までに申し込み

◆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

【消防田野畑分署】　危険物取扱者

の試験を実施します。

◆試験日・会場…

　①6月27日（土）　久慈市

　②7月4日（土）　宮古市　

◆願書受付期間…5月 21日（木）

～29日（金）

◆願書配布・問い合わせ先…消防

田野畑分署（☎34-2100）

危険物取扱者の試験を実施

【政策推進課】　村は、食の魅力づ

くりを学ぶ公開勉強会を開催しま

す。田野畑の食材を使ったスープ

の調理や試食もありますので、お

誘い合わせの上、参加ください。

◆日時…5月 20日（水）　午後1

時～3時

◆場所…アズビィホール

◆参加料…無料

◆講師…東條真千子さん（スープ

研究家、㈱ドゥードゥル代表取締役）

◆その他…調理と試食があります

ので、エプロンを持参ください

◆問い合わせ先…政策推進課（☎

34-2111　内線65）

スープづくりを学びましょう

 

 交通事故件数（4月30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）

4月 累計 4月 累計 4月 累計 4月 累計

平成21年 0 0 0 0 0 0 2 7

平成20年 0 0 0 0 0 0 1 8

増減数 0 0 0 0 0 0 1 -1

●後部座席のシートベルトも着用が義務化されています。着用の徹底を！

【政策推進課】　本年度は、自治協

議会単位で5年ごとに策定してい

る「地域づくり計画」の策定年度

です。今回は計画策定の企画運営

を岩手県立大学に委託して実施し

ます。県立大学では、この取り組

みを「地域づくり大学・たのはた

校」と位置付けました。そのスタ

ートとして開校式を次のとおり開

催します。計画策定に協力してい

ただける人、地域づく活動などに

関心のある人など、多数の参加を

お待ちしています。

◆日時…5月 30日（土）　午後1

時30分～4時30分

◆場所…アズビィホール

◆内容…

　①開校式、基調講演（高橋秀行

　岩手県立大学教授）など

　②今後の作業内容などの説明

◆問い合わせ先…政策推進課（☎

34-2111　内線61）

地域づくり大学の開校式を開催



役立ちカレンダー　 期間：5月19日（火）～6月1日（月）

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

5月19日 火 乳児健診 健診センター 13：00～15：30 保健医療センター

20日 水 公開勉強会「田野畑の魅力再発見～食～」 アズビィホール 13：00～15：00 政策推進課（内線65）　【公開】

23日 土 サクラソウまつり 田代地区 10：00～14：30 サクラソウを守る会

24日 日 村消防団大演習 田野畑小校庭ほか 8：00～11：40 消防田野畑分署（☎34-2100）

26日 火 精神保健相談 保健センター 13：30～15：00 保健医療センター

30日 土

ウオーキング教室 アズビィ楽習センター 10：00～12：00 教育委員会【公開】

チョウセンアカシジミ幼虫観察会 七滝地区公民館 10：30～12：00 教育委員会【公開】

「地域づくり大学・たのはた校」開校式 アズビィホール 13：30～16：30 政策推進課（内線61）　【公開】

粗大ごみ収集日（北山、机、池名、明戸、羅賀、島越、切牛、真木沢） 生活福祉課（内線23）

6月 1日 月 特定健診（島越学区）※土日除く12日まで 健診センター 8：30～10：00 保健医療センター

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

● その他のお知らせ ●

　お口の無料健診や相談などがで

きる「歯の衛生週間フェスティバ

ル」を開催します。

　歯ブラシや風船などのプレゼン

トもありますのでたくさんの皆さ

んのご来場をお待ちしています。

◆日時…6 月 7日 (日 )　午前 9

時～午後1時

◆場所…マリンコープドラ・2階

催事場

◆その他…6 月 5日（金）～ 12

日（金）までは、宮古・下閉伊

地区の小中学生が作成した虫

歯予防ポスターを展示します

◆問い合わせ先…宮古歯科医師会

（☎0193-71-2255）

歯の衛生フェスティバルを開催

　不用品や衣料、玩具など家庭で

不要になった物を販売するフリ

ーマーケットを開催します。

◆日時…5月 31日 (日 )　午前9

時～正午（※雨天中止）

◆場所…みやこ広域リサイクルセ

ンター（宮古市小山田2-102）

◆出店数…30店程度

◆問い合わせ先…みやこ広域リサ

イクルセンター（☎0193-63-

7753）

フリーマーケットを開催

【保健医療センター】　心の健康に

ついて相談を受け付ける「精神保

健相談」を行います。ストレスや

引きこもり、うつ状態などの悩み

に専門の医師が対応します。相談

を希望する人は、前日までに申し

込んでください。

◆日時…5月 26日（火）　午後1

時30分～3時

◆場所…保健センター

◆申し込み・問い合わせ先…保

健医療センター（☎33-3102）、

宮古保健所（☎0193-64-2218）

心の健康相談を無料受け付け

◆期間…5月 23日（土）～6月
23日（火）

◆問い合わせ先…教育委員会
　（☎34-2226）

本の貸出冊数を10冊までに

～県税のお知らせ～
自動車税の納期限は

   6月1日(月)です
 ◆問い合わせ先…宮古地方振興局
  税務部（☎0193-64-2212）

【生活福祉課】　下記地区を対象に

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、希望する人は5月26日（火）

までに電話で申し込んでください。

なお、申し込みをした物以外は収

集しませんので注意してください。

◆収集日…5月 30日（土）

◆対象地区…北山、机、池名、明

戸、羅賀、島越、切牛、真木沢

◆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

◆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。なお、処理量を超えた場

合は、早めに締め切る場合があ

ります

◆申し込み・問い合わせ先…生活

福祉課（☎34-2111　内線23）

粗大ごみを収集します
期間限定で本の貸出冊数を

10冊までにします。

マイマイガの幼虫駆除マイマイガの幼虫駆除に動力噴霧器を貸し出します

動力噴霧器を村民の皆さんに貸

し出しします。詳しいことは生

活福祉課（☎34-2111　内線23）

に問い合わせてください。

【生活福祉課】　村内各地で、マ

イマイガの幼虫（毛虫）が大発

生しています。

　マイマイガは、成虫になると

殺虫剤もあまり効かなくなると

いわれています。駆除は、卵か

らかえった直後から、樹木に移

って葉を食い荒らすまでの幼虫

のうちにする必要があります。

　村は、動力噴霧器を3台整備

し、学校やトイレなどの公共施

設の駆除をしています。公共施

設の駆除が終わりしだい、この
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