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６月 15 日号
● 村からのお知らせ ●

生涯学習計画策定委員を募集
教育委員会は本年度、
「村生涯
学習振興計画」
を策定します。こ
の計画に村民の皆さんの意見など
を広く反映するため、次のとおり
策定委員を募集します。
◆募集人数…５人
◆応募資格…村内に住所を有し、
平成22年４月１日現在で満20歳
以上の人
◆任期…委嘱の日から計画策定日
（23年３月を予定）
まで
◆報酬…会議出席につき2,000円
◆会議の開催回数…５回程度
◆応募方法…電話または FAXで申
し込んでください
◆応募期限…６月30日㈬
◆応募・問い合わせ先…社会教育
（☎34-2226、FAX34-2155）
課

納税の期限を忘れずに
６月は、村県民税・国民健康保
険税の第１期分納期です。納期限
は６月30日㈬ですので、忘れずに
納めてください。口座振替を利用
している人も同日に引き落としま
すので、預貯金残高の確認をお願
いします。
（☎34◆問 い合わせ先…税務課
2112 内線33）

毎月 20 日は
マレットゴルフ場
無料開放日
◆問い合わせ先…☎33-2816

新しい出会いを求め、バスツアーで安比に出掛けよう
田野畑村・普代村・岩泉町に
住んでいる独身男女を対象に、
バスツアーを開催します。新た
な出会いを見つけに、安比高原
へ出掛けませんか。
◆日時…７月25日㈰ 午前７時
30分集合、午後８時解散
◆場所…安比高原
（集合・解散
は岩泉町役場）
◆対象…田野畑村・普代村・岩
泉町在住の独身男女各 15 人
◆参加料…2,000円
◆申込期限…７月16日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…政
（☎34-2111 内線66）
策推進課

当日のスケジュール
7:30 岩泉町役場集合
00:00 オリエンテーション
9:00 バス出発（車中は楽しいゲームなど）
00:00 安比高原着
12:00 安比ブライダルフェア見学
12:30 バーベキューパーティー
14:00 出会いパット・パークゴルフ大
会（ニアピンコンテストなど）
15:00 コーヒーブレーク＆フリートー
クタイム
16:30 カップルお祝いセレモニー
（交際応援ギフト券をプレゼント）

00:00 記念撮影
17:00 バス出発
20:00 岩泉町役場到着、解散

現況届を提出してください
子ども手当を受けている人は、
6月に
「現況届」
の提出が必要です。
届け出がないと６月分以降の手当
が受けられない場合があります。
対象者には通知していますので、
忘れずに提出してください。
◆提出期限…６月30日㈬
（☎
◆問い合わせ先…生活福祉課
34-2114 内線23）

「空き屋バンク」に登録を
住居として使用していない家屋
などのうち、賃貸借や売買が可能
な物件の情報をお寄せください。
寄せられた情報は「空き屋バンク」
に登録し、移住・定住希望者など
へ紹介するために利用させていた
だきます。
◆申し込み・問い合わせ先…政策
（☎34-2111 内線62）
推進課

交通事故件数（５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。
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※飲酒運転警報発令中！ 本村の飲酒運転検挙率は県内ワースト 8 位。
飲んだら乗らない、乗るなら飲まないの徹底を！

● その他のお知らせ ●

子ども手当手続き忘れずに
これまでの「児童手当制度」に
代わり「子ども手当制度」が始ま
りました。これまでは、小学６年
生までの子どもを養育している人
が対象でしたが、中学生を養育し
ている人も対象になります。
現在児童手当を受給していて、
中学１年生までの子どもだけを養
育している人は、新たな手続きは
必要ありません。手続きが必要な
のは、中学２・３年生の子どもを
養育している人です。
該当者には申請案内を送付して
いますので、申請書を生活福祉課
に提出してください。手続きをし
ないと受給できない場合がありま
すので、忘れずに申請しましょう。
◆申請期限…９月 30 日㈭
◆申請・問い合わせ先…生活福祉
課（☎ 34-2114 内線 23）

心の健康相談を受け付け
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、
不眠などの悩みに専門医が対応し
ます。
◆日時…７月27日㈫
午後１時30分～3時
◆場所…保健センター
◆申込期限…７月26日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…健康
（☎33-3102）
、宮古保健所
推進課
（☎ 0193-64-2218）

フリーマーケットを開催

農業６次産業化学ぶ研修会
村雇用創造推進協議会では、農
業の６次産業化による雇用の場の
創出を学ぶ研修会を開催します。
◆日時…７月２日㈮
午後７時～９時
◆場所…農村環境改善センター
◆内 容 …講演（講師：㈱邑計画事務所
熊谷智義取締役）

◆申込期限…７月１日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…村雇
用創造推進協議会
（☎34-2116）

調理師・製菓衛生師試験を実施
◆日時…９月９日㈭
午前10時～正午
◆会場…
調理師：宮古地区合同庁舎
製菓衛生師：盛岡市勤労福祉会館
◆願書受付期限…７月９日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所
（☎0193-64-2218）

野生動植物現地調査に理解を
岩手県では、絶滅にひんしてい
る野生動植物の保護対策などのた
め
「いわてレッドデータブック」の 改
訂を行います。調査員は腕章など
を着用していますので、調査に理
解と協力をお願いします。
◆問い合わせ先…県環境生活部自
然保護課
（☎019-629-5371）

役立ちカレンダー
月 日

行
事
たのはたっ子わんぱくランド
６月19日 ㈯
「おもしろ創作教室」

衣料や玩具など、家庭で不用に
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…６月27日㈰ ※雨天中止
午前９時～正午
◆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）

就職面接会を開催します
いわて地域共同就職支援セン
ターでは、県内就職を希望する求
職者の皆さんを対象に
「いわて合
同面接会 2010」
を開催します。
東京会場
◆日時…７月４日㈰
午後１時～５時
◆場所…中野サンプラザ13階スカ
イルーム（中野区中野4-1-1）
仙台会場
◆日時…８月３日㈫
午後１時～５時
◆場所…仙台市情報・産業プラザ
AER５階セミナールーム（青葉
区中央 1-3-1）

共通事項
◆内容…企業ごとにブースを設け、
企業説明や面談・面接を行います
◆参加企業…就業場所が岩手県内
の企業・団体
◆問い合わせ先…いわて地域共同就
職支援センター（☎019-651-0415）
期間：６月 19 日㈯～７月４日㈰

場

所

時 間

問い合わせ先

アズビィ楽習センター 10：00 ～ 12：00 社会教育課

20日 ㈰ たのはた牛乳まつり

ミルクプラント

10：00 ～ 15：00 村産業開発公社
（☎34-2080）

28日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30 健康推進課

村県民税１期・国保税１期納期限

税務課
（内線32・33）

介護保険料１期納期限

生活福祉課
（内線22）

30日 ㈬

７月３日 ㈯ チョウセンアカシジミ観察会
４日 ㈰ 宮古地区消防操法大会

甲地公民館に集合
宮古消防署

10：30 ～ 12：00 社会教育課
8：30 ～ 12：00 消防田野畑分署
（☎34-2100）

役場☎ 34-2111 ／総務学校教育課・社会教育課☎ 34-2226 ／診療所☎ 33-3101 ／健康推進課☎ 33-3102

