
● 村からのお知らせ ●
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８月12日号

　８月31日は村県民税２期・国民
健康保険税３期の納期限です。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。
◆ 問い合わせ先…税務課（☎ 34-

2112　内線32・33）

納税の期限を忘れずに

● その他のお知らせ ●

　村は、終戦65周年を記念して「村
戦没者追悼式」を開催します。追
悼式には、どなたでも参列するこ
とができます。皆さんで平和への
願いを込めて戦没者を慰霊しま
しょう。
◆ 日時…８月24日㈫
　　　　午前10時～11時
◆ 場所…アズビィホール
◆内容…黙とう、献花など
◆ 問い合わせ先…生活福祉課（☎

34-2114　内線 25）

戦没者追悼式を開催します

　アズビィ楽習センター図書室
は、手づくり絵本85点を展示しま
す。これは、県読書推進運動協議
会が昨年募集したもので、世界に
一つしかない貴重な絵本です。ぜ
ひ、お越しください。
◆ 期間…８月26日㈭～29日㈰
◆ 開館時間…午前８時30分～午後
５時30分

◆ 場所…アズビィ楽習センター図
書室

◆ 問い合わせ先…社会教育課（☎
34-2226）

手づくり絵本を展示します

　村は９月６日～10日まで、肺・
大腸・前立腺がん検診、特定検診、
後期高齢者検診、肝炎ウイルス検
診を実施します。受診を希望する
人で、まだ申し込んでいない人は
８月27日㈮までに健康推進課に連
絡してください。申し込んでいて
８月の大腸がん検診を受診できな
かった人には、あらためて問診票
を送ります。検診・健診を受診し、
自分の健康を確かめましょう。
◆期日・場所…
　①６日㈪・農業会館、北山総合センター
　②７日㈫・農村環境改善センター
　③８日㈬・黎明館
　④９日㈭・明戸さかなセンター
　⑤10日㈮・健診センター

◆時間…裏面を確認してください
◆ 問い合わせ先…健康推進課（☎

33-3102）

各種がん検診・健診を実施 いわて就職面接会を開催
　ふるさといわて定住財団では、
県内就職を希望する学生などを対
象に、就職面接会を開催します。
◆日時…９月14日㈫
　　　　午後１時～５時　
◆ 場所…岩手産業文化センター
　 アピオ（滝沢村滝沢字砂込 389-

20）
◆ 対象…平成 23 年３月卒業予定

の大学院、大学、短大、高専、
専門・専修学生、既卒者および
一般求職者

◆ 参加企業…県内に事業所などを
有する企業、約50社

◆ 内容…参加企業との個別面談、
ジョブカフェいわてによる就
職相談、福祉関係就職相談など

◆ 問い合わせ先…㈶ふるさといわ

て定住財団（☎ 019-653-8976）

フリーマーケットを開催
　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…８月29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）

シルバーで会員を募集中
　村シルバー人材センターでは、
会員を募集しています。シルバー
人材センターは、草取りや草刈り、
植木の手入れなど、高齢者にふさ
わしい仕事を事業所・家庭・公共
団体などから引き受け、会員に提
供する県知事認可の公益法人で
す。働いた内容に応じて「分配金」
を支払います。
　現在は特に、沼袋地区で清掃作
業に従事できる会員を募集してい
ます。健康で働く意欲のある皆さ
んの登録をお待ちしています。
◆ 問い合わせ先…村シルバー人材

センター（☎33-2816）

８月29日㈰は
村民マレットゴルフ大会

選手の皆さんへ熱い
声援をお願いします



発達の困りごと相談会開催
　宮古圏域障がい者福祉推進ネッ
ト（レインボーネット）では、発達障
がいのある子どもや発達の気にな
る子などの困りごとを、お茶を飲
みながら気軽に話し合う「なない
ろ茶話会」を開催します。
◆日時…９月９日㈭
　　　　午前10時～正午
◆ 場所…宮古地区合同庁舎１階第

２会議室（宮古市五月町1-20）
◆参加料…無料
◆定員…30人
◆ 対象者…保護者、教育関係者、

福祉関係者、関心のある人など
◆ 申し込み・問い合わせ先…宮古

圏域障がい者福祉推進ネット
（☎0193-71-1245）

役立ちカレンダー　 期間：８月17日㈫～９月10日㈮

月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

８月17日 ㈫
出稼ぎ者健康診断 診療所 11：00～11：30 生活福祉課（内線25）

スポーツ交流会 アズビィ体育館 19：00～21：00 社会教育課

18日 ㈬ 幼児健診 健診センター 13：00～15：30 健康推進課

22日 ㈰
家庭教育学級
「親子ふれあい広場」

アズビィ体育館 19：30～11：00 社会教育課

23日 ㈪ 定期健康相談 保健センター 10：00～11：30 健康推進課

24日 ㈫ 終戦65周年記念村戦没者追悼式 アズビィホール 10：00～11：00 生活福祉課（内線25）

29日 ㈰ 村民マレットゴルフ大会 マレットゴルフ場 18：10～14：00 社会教育課

31日 ㈫
村県民税２期・国保税３期納期限 税務課（内線32・33）

介護保険料３期・後期高齢者医療保険料
２期納期限

生活福祉課（内線22・24）

９月６日 ㈪

肺・大腸・前立腺がん検診

特定健診、後期高齢者健診

肝炎ウイルス検診

農業会館 19：30～11：00

健康推進課

北山総合センター 13：30～14：30

７日 ㈫ 農村環境改善センター

19：30～11：00

13：00～14：30

８日 ㈬ 黎明館

９日 ㈭ 明戸さかなセンター

10日 ㈮ 健診センター

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

中高生に薦める１冊募集
　岩手県では、ブックリスト「い
わての中高生のためのお薦め図書
100選（仮称）」を作成して県内す
べての中高生に配布予定です。こ
のブックリストに掲載する中高生
に読んでほしい「お薦めの一冊」
を県民の皆さんから募集します。
◆ 応募内容…お薦めの一冊（作品

名）、作者名、出版社（者）、お
薦めの一言（字数制限などはあ
りません）

◆ 応募方法…郵送、持参、FAX、
電子メール（MS-Wordまたはテキ

スト形式）のいずれかで応募し
てください。連絡先（氏名、年齢、
住所、電話番号、FAX 番号、メー
ルアドレスなど）を忘れずに記
入してください

◆応募期限…９月30日㈭
◆ 応募・問い合わせ先…県教育

委員会生涯学習文化課・生涯学
習 担 当（〒020-8570 盛岡市内丸
10-1 県庁10階　☎019-629-6176、

FAX 019-629-6179、 電子メール 
iwate.osusume.book@gmail.com）

新規就農相談会を開催
　県新規就農相談センターでは、
新規就農や農業参入希望者に、県
内の就農・就業、起業などに関す
る情報を提供する新規就農相談会
を開催します。
◆日時…９月５日㈰
　　　　午前11時～午後３時
◆ 場所…いわて県民情報交流セン

ター  アイーナ８階804号会議室
（盛岡市盛岡駅前西通1-7-1）

◆ 対象…新規就農・U ターン・農
業体験など希望者、農業・農村
に興味関心のある人、企業など
で農業参入を希望している人

◆ 相談内容…就農地域の紹介、農
業技術・経営の習得、農地の確
保、資金調達、農業法人への就
業・研修、企業の農業参入、そ
の他就農・就業について

◆参加料…無料
◆ 問い合わせ先…㈳岩手県農業公

社農業振興部就農支援課（☎
019-623-9390）または岩手県農業
会議総務・経営部（☎019-626-

8545）

  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


