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 交通事故件数（8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）

8月 累計 8月 累計 8月 累計 8月 累計

平成21年 1 2 0 0 5 7 5 19

平成20年 2 3 0 0 2 3 3 15

増減数 -1 -1 0 0 3 4 2 4

● 村からのお知らせ ●

2009

9月 15日号

特定健診を受診しましょう
【保健医療センター】　10月は浜岩
泉学区の人を対象に特定健診を実
施しますので、忘れずに受診して
ください。
◆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…10月 5日㈪～ 9日㈮
◆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…それぞれの対象
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）

駅伝大会を開催します
【教育委員会】　第 39回駅伝競走大
会と第７回健康マラソン大会を開
催します。
   駅伝競走大会
◆日時…10月 18日㈰
　　　　午前 9時 30分スタート
　　　　（選手集合は 8時 15分）
◆場所…
　・開会式　浜岩泉小グラウンド
　・コース　浜岩泉小→島越駅→
　田野畑駅→浜茶屋付近→生活
　体験館

◆申し込み方法…10月 13日㈫まで
に、教育委員会で配布する参加
申込書に参加料 5,000円を添え
て申し込んでください

   健康マラソン大会
◆日時…10月 18日㈰　駅伝大会終
了後（午前11時30分ころの予定）

◆場所…生活体験館を発着点とし

た３㎞コース

◆申し込み方法…10月 14日㈬まで
に、教育委員会で配布する参加
申込書を提出してください

◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎ 34-2226）

地デジチューナーを無償給付
【生活福祉課】　総務省では、経済
的な理由などで地上デジタル放送
を見ることができない世帯に対し
て、簡易なチューナーの無償給付
などの支援を行います。
◆対象…ＮＨＫ受信料全額免除世
帯で、生活保護世帯や障がい者
のいる世帯全員が村民税非課税
の世帯など

◆受付期間…10月 1日㈪～ 12月
28日㈭　※翌年度の受付期間は
未定です

◆その他…申し込みには、ＮＨＫ
と受信契約を結び、全額免除が
適用されることが必要です。ま
た、支援は現物給付です。購入
したチューナーやアンテナ改修
などの費用は対象になりません

◆申し込み・問い合わせ先…生活
福祉課（☎ 34-2111　内線 22）

これからの季節、

インフルエンザの流行が

心配されます。

予防を徹底しましょう！

次のことに注意しましょう。
●外出はできるだけ控える
●外出時はマスクを着用し、人込
みを避ける
●手洗い、うがいを徹底する
●手洗いはせっけんを使って15
秒以上行う
●せきやくしゃみをしている人
がいたらマスクを勧める

もし、かかったなと思ったら…
●保健医療センターに電話で問
い合わせをする
●医療機関を受診するときは事
前に連絡をして、受診時間や
入口を確認する
●公共交通機関の利用を避ける
●受診するときはマスクを着用
する

　インフルエンザの症状があり、
村診療所を受診する人は、必ず
事前に保健医療センター（☎ 33-

3102）に連絡してください。外来
診療状況を確認しながら、診療
時間をお知らせします。

9 月 27 日㈰は
総合防災訓練



役立ちカレンダー　 期間：9 月 15 日㈫～ 10 月 9 日㈮

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

9 月 15 日 火

肺がん、大腸がん検診

北山総合センター 9：30～10：30

保健医療センター

明戸魚センター 13：00～14：30

16 日 水
浜岩泉農業会館 9：30～10：30

黎明館 13：00～14：30

17 日 木
農村環境改善センター 9：00～10：30

健診センター 13：00～14：30

27 日 日 村総合防災訓練 アズビィ周辺 8：00～11：30 総務課（内線 12）

30 日 水

乳児健診 健診センター 13：00～15：30 保健医療センター

秋の交通安全キャンペーン 道の駅たのはた 16：00～17：00 総務課（内線 12）

国保税 4 期納期限 税務会計課（内線 33）

介護保険料 4 期納期限 生活福祉課（内線 27）

10月 5 日 月 特定健診（浜岩泉学区）
※ 9 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 ●

　体験村・たのはたネットワーク
と机自治会などが中心となり、「秋
の番屋さっぱ船祭り」を開催しま
す。「サッパ船アドベンチャーズ」
の定期運航や海産物の販売など楽
しいイベントがいっぱいです。
◆開催期間…9月 19日㈯～ 23日㈬
◆出航時間…午前 9時、10時、午
後 1時、2時 30分

◆発着場所…机漁港（受け付けは
机浜体験番屋）

◆その他…当日申し込み可能です。
なお、波や風などの状況により
中止する場合があります

◆問い合わせ先…ＮＰＯ人体験村
・たのはたネットワーク（☎ 37-

1211）

番屋サッパ船祭りを開催

フリーマーケットを開催
　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…9月 27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）

眼科巡回相談を実施します
【生活福祉課】　福祉総合相談セン
ターによる眼科巡回相談を実施し
ます。
◆日時…10月 7日㈬
　　　　午前 10時 30分～正午
◆場所…岩泉町保健センター
◆申込期限…9月 30日㈬
◆内容…新規医学的判定、手帳の
要否診断

◆申し込み・問い合わせ先…生活
福祉課（☎ 34-2111　内線 22）

Ｕターン就職には登録を
　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
　（☎ 019-629-5592）

9 月 15 日から 11 月 15 日までは秋の農作業安全月間です
農作業の事故を防ぐために…
　①ゆとりのある計画的な作業を心掛ける
　②一人での作業は避け、家族には作業場所と帰宅時刻を知らせる
　③トラクターには必ず安全フレームを装着し、ヘルメットを着用する
　④農業機械の転倒や機械からの転落を防ぐため、慎重に運転する
　⑤農業機械の近くで子どもを遊ばせない
　⑥夕暮れ時など、農業機械や作業服に夜光反射材を取り付ける


	Copied Bookmark
	02
	03

	Copied Bookmark
	04
	05

	Copied Bookmark
	06
	07

	Copied Bookmark
	10
	11

	Copied Bookmark
	18
	19


