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７月 15 日号
● 村からのお知らせ ●

村職員採用試験を実施
村は、平成 23 年度採用予定の
「田野畑村職員」の採用試験を実
施します。
◆職種…初級事務（若干名）
初級土木（若干名）
◆受験資格…
●事務・土木共通事項…昭和51
年４月２日以降に生まれた
人（性別は問いません）
●初級土木…高校以上の土木系
学科・学部を卒業した人（平
成23年３月31日までに卒業見
込みの人を含む）
、または土
木系業務の実務経験５年以
上で、土木施工管理技士、監
理技術者、技術士いずれかの
資格を有する人
◆受付期間…８月２日㈪～18日㈬
の午前８時30分～午後５時（た
だし土日を除きます）
◆受験手続き…申込用紙を提出し
てください。用紙は７月26日か
ら役場総務課で配布します
◆申し込み・問い合わせ先…総務
（☎34-2111 内線11）
課

鶏卵料理講習会を開催
卵料理を取り入れたお弁当など
を作る鶏卵料理講習会と消費者懇
談会を開催します。興味のある人
は、電話で申し込んでください。
◆日時…７月28日㈬ 午前９時30
分～午後１時30分
◆場所…保健センター
◆申込期限…７月23日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…健康
（☎33-3102）
推進課

危険物取扱者保安講習を開催
◆対象者…平成19年４月１日から
20年３月31日までの間に危険物取
扱者免状を取得した人、または危
険物取扱者保安講習を受講した人
（ただし、20・21年度に受講した
人は除きます）
◆期日・場所…
９月３日㈮ 宮古消防本部
９月７日㈫ 久慈市防災センター
※その他の場所は問い合わせてください

◆受講料…4,700円
◆申込期限…８月９日㈪
◆問い合わせ先…消防田野畑分署
（☎34-2100）
、㈶岩手県消防協会
（☎019-654-3991）

粗大ごみを収集します
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７月27日㈫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…７月31日㈯
◆対象地区…田野畑、西和野、和野、
菅窪、七滝、板橋、沼袋、甲地、
田代、巣合、尾肝要、萩牛、千丈、
浜岩泉、大芦、猿山
◆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
（☎34-2114 内線21）

納税の期限を忘れずに
８月２日は固定資産税・国民健
康保険税の第２期分納期限です。
期限を守り忘れずに納めてくださ
い。口座振替を利用している人は
預貯金残高を確認してください。
（☎34◆問 い合わせ先…税務課
2112 内線33）

● その他のお知らせ ●

交流50周年記念フェス開催
早稲田大学と田野畑村の交流が
始まって今年で50年。これまでの
50年を見つめ直し、これからの50
年を考える「たのはた・わせだ交
流50周年フェスティバル」を開催
します。ご近所お誘い合わせの上、
多数ご参加ください。
◆日時…８月７日㈯
午後２時～６時
◆場所…アズビィ体育館
◆参加費…2,000円（懇親会費）
◆申込期限…７月20日㈫
◆その他…会場に展示する昔の写
真や思い出の品などを探して
います。お貸しいただける人は
連絡をお願いします
◆申し込み・問い合わせ先…早稲
田大学思惟の森の会 山口和貴
（E-mail：mori.waseda@gmail.com
☎080-5028-8867）

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

応急手当の普及員を養成
宮古保健所・宮古消防本部・宮
古医師会では、心肺蘇生法（自動
体外式除細動器
（AED）
を含む）な
どの応急手当の普及員を養成する
講習会を開催します。
◆日時…８月５日㈭～６日㈮
午前９時～午後５時15分
◆場所…宮古消防本部（宮古市五
月町2-1）
◆募集人数…50人
◆受講料…無料
◆申込期限…７月21日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所（☎ 0193-64-2218）
そ せい

子育て中の人を支援します
ハローワーク宮古では、子育て
をしながら働きたい人のために、
マザーズコーナーを設置していま
す。子どもと一緒でも安心して就
職相談ができるようにキッズコー
ナーも用意していますので気軽に
利用してください。
◆問い合わせ先…ハローワーク宮
古（☎ 0193-63-8609）

お得な三鉄切符のご利用を

津波から命を守るために

三陸鉄道では、通常の乗車料金
よりお得な切符を
販売しています。
夏休みなどを利用
して、三陸沿線の
旅に出掛けてみませんか。
１日フリー乗車券
◆内容…三陸鉄道各駅で１日限り
乗り降りが自由
◆利用可能日…７月17～19日、24
～28日、 31日、 ８月１～15日、
21～22日、28～29日、９月以降
は日曜・祝日のみ
◆乗車料金…北リアス線 2,000円、
南リアス線 1,100円
３人以上で半額切符
◆内容…３人以上で同一区間を利
用する場合、運賃が半額
◆利用条件…乗車の３日前までに
申し込んでください。乗車券は
三陸鉄道の最寄り駅での購入
に限ります
◆発売場所…田野畑駅、島越駅な
ど最寄りの有人駅
◆申し込み・問い合わせ先…三陸
鉄道㈱（☎ 0193-62-8900）

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
７月17日 ㈯
「磯の生き物観察会」

今年２月28日、チリ中部沿岸で
発生した地震により、岩手県沿岸
にも津波が来襲しました。津波か
ら命を守るためには、避難するし
か方法がありません。自治会や自
主防災組織が開催する津波防災勉
強会などに、気象台職員が出向い
て出前講座を行います。お気軽に
お問い合わせください。
◆申し込み・問い合わせ先…盛岡
地方気象台総務課（☎ 019-6227869）

密入国などの防止に協力を
全国的に密入国や不法滞在外国
人による犯罪が多発しています。
密入国・不法滞在外国人の中には、
日本国内でテロを計画している者
がいる可能性もあります。密入国・
不法滞在外国人に関する情報を得
た人は、警察署または最寄りの駐
在所に連絡してください。
◆連 絡 先 … 岩 泉 警 察 署（ ☎ 310110）
、 田 野 畑 駐 在 所（ ☎ 333110）
、平井賀駐在所（☎ 33-2110）
期間：７月 17 日㈯～８月６日㈮

場

所

時 間

問い合わせ先

田野畑駅に集合

10：00 ～ 11：30

社会教育課

21日 ㈬ 乳児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

健康推進課

24日 ㈯ 海開き
（８月16日㈪まで）

平井賀・島越海水浴場

10：00 ～ 16：00

政策推進課
（内線63）

26日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

健康推進課

27日 ㈫ 精神保健相談

保健センター

13：30 ～ 15：00

健康推進課

28日 ㈬ 鶏卵料理講習会

保健センター

9：30 ～ 13：30

健康推進課

８月２日 ㈪

固定資産税２期・国保税２期納期限

税務課
（内線32・33）

介護保険料２期・後期高齢者医療保険料
１期納期限

生活福祉課
（内線22・24）
机消防防災センター
浜岩泉農業会館

３日 ㈫

農村環境改善センター

４日 ㈬ 胃がん・大腸がん検診

黎明館

５日 ㈭

明戸さかなセンター

６日 ㈮

健診センター

6：30 ～ 8：30

健康推進課

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

