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10 月 15 日号
● 村からのお知らせ ●

男性対象に料理教室開催
男性も自らの健康に気を配りな
がら元気に暮らせるように、料理
教室を開催します。
◆日時…11月５日㈮ 午後６時～
◆場所…保健センター
◆対象者…料理に興味のある男性
◆講師…村食生活改善推進員
◆申込期限…10月29日㈮
◆参加料…400円（テキスト代）
◆持ち物…エプロン
◆申し込み・問い合わせ先…健康
（☎33-3102）
推進課

低栄養を予防する講座開催
村は、正しい健康生活をおくる
ため、調理体験を通して高齢期の
食生活について学ぶ講座を開催し
ます。
◆日時…10月26日㈫
午前10時～午後１時
◆場所…保健センター
◆対象者…おおむね60歳以上の人
◆講師…村食生活改善推進員
◆申込期限…10月22日㈮
◆参加料…210円（テキスト代）
◆持ち物…エプロン
◆申し込み・問い合わせ先…健康
（☎33-3102）
推進課

本の貸し出し10冊までに
アズビィ楽習センター図書室で
は、10月27日㈬から11月９日㈫ ま
での読書週間に合わせ、本の貸し
出しを10冊までに増冊します。
◆問い合わせ先…社会教育課（☎
34-2226）

マイレール回数券を販売

食改善ボランティア講座開催

村は「三陸鉄道・新マイレール
30万人運動」を進めるため、お得
な乗車回数券をあっせんしていま
す。企業や団体などで、出張時や
景品・記念品として利用してみま
せんか。10冊以上購入すると、三
鉄車内広告を無料で利用すること
もできます。
◆商品名…「さんてつ＆地域応援
ECOのりキップ22」
◆仕 様…100円券22枚で１冊2,000
円（１割お得。１冊の売り上げ
から 100円が環境保全活動など
に寄付されます）
◆有効期限…平成23年３月31日
◆購入方法…希望する冊数や納品
日などを政策推進課に連絡し
てください。現金と引き換えで
納品します
◆申 込期限…第一次締め切りは
10月29日㈮。以降は随時受け付
けますが、1,000冊限定となり
ますので、早めに申し込んでく
ださい
◆申し込み・問い合わせ先…政策
（☎34-2111 内線62）
推進課

村は、食生活の改善を中心とし
た健康づくりを進めるため、ボラ
ンティアを養成する講座を開催し
ます。
◆開催日…11月12日㈮、18日㈭、
12月３日㈮、10日㈮
◆時間…午前10時～午後３時
◆場所…保健センター
◆受講資格…食生活改善推進員と
して地域住民のために積極的
に活動する意欲のある女性
◆申込期限…10月29日㈮
◆受講料…１回あたり200～300円
（調理実習の材料費）
◆申し込み・問い合わせ先…健康
（☎33-3102）
推進課

児童扶養手当の申請は早めに
児童扶養手当の支給は、８月１
日から、父子家庭の養育者も対象
としています。受給には申請が必
要です。詳しい内容は生活福祉課
に問い合わせてください。
◆申請期限…11月30日㈫
◆その他…期限後も随時受け付け
ますが、８月分から支給を受け
るには期限までに申請が必要
◆申請・問い合わせ先…生活福祉
（☎34-2114 内線23）
課

地上アナログ放送は

平成 23 年７月 24 日
に終了します

アナログ放送終了まで、残
り約９カ月となりました。村
内でも地デジ放送が始まって
います。分からないことや困
っていることがある場合は問
い合わせてください。
◆問い合わせ先…政策推進課
（☎ 34-2111 内線 63）
、また
はデジサポ岩手（☎ 057007-0101）

納税の期限を忘れずに
11月１日は村県民税３期と国民
健康保険税５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（☎ 342112 内線32・33）

● その他のお知らせ ●

鳥インフルエンザの予防を
渡り鳥が飛来する季節がやって
きました。家庭で飼っているニワ
トリなどは、渡り鳥などから高病
原性鳥インフルエンザに感染する
可能性があります。鶏舎や周辺の
消毒や野鳥の侵入防止など、予防
対策を必ず行ってください。
◆問い合わせ先…県中央家畜保健
衛生所（☎ 019-688-4111）

森林作業の講習会を開催
森林内での伐採作業や道路の草
刈り作業など、就労する場合に必
要な資格取得の支援を目的に、講
習会を開催します。
チェーンソー講習
◆日時…11月16日㈫～17日㈬
午前８時30分～
◆定員…23人
◆受講料…3,300円
刈り払い機講習
◆日時…11月18日㈭ 午前９時～
◆定員…20人
◆受講料…2,600円
共通事項
◆場所…アズビィ楽習センター
◆対象者…村内に居住している人
で、林業関係などの資格を必要
としている人
◆申込期限…11月12日㈮ 午後５時

紅葉の三沢地区を歩こう
甲地の三沢地区には、懐かしい
里山の風景があります。渓流沿い
のハイキングを楽しみ、地元の手
作りの味を味わいましょう。
◆日時…11月３日㈬
午前９時30分～午後１時
◆集合場所…甲地公民館
◆参加料…高校生以上800円、
小中学生500円
◆申込期限…10月29日㈮
◆持ち物…動きやすい服装・靴、
帽子、水筒、弁当、雨具
◆申し込み・問い合わせ先…体験
村・たのはたネットワーク（☎
37-1211）

※定員になりしだい締め切ります

◆その他…欠席しないようにして
ください。受講料は釣り銭がい
らないよう準備してください
◆応募・問い合わせ先…田野畑村
森林組合（☎ 33-2811）

役立ちカレンダー
月 日

行

第40回村駅伝競走大会
第８回健康マラソン大会

村産業開発公社では、次のとお
り臨時職員を募集します。
事務職 １人
◆応募資格…簿記および普通自動
車運転免許を有する人
牛乳製造 １人
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有する人
共通事項
◆給与など…当社規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時30分
◆応募期限…10月25日㈪
◆応募方法…履歴書（写真付き）
を提出してください（郵送可）
。
後日、面接の日時などをお知ら
せします
◆問い合わせ先…㈳田野畑村産業
開発公社（〒028-8401 田野畑
村尾肝要39-1 ☎34-2080）

毎月20日は
マレットゴルフ場
無料開放日

期間：10月16日㈯～11月７日㈰

事

10月16日 ㈯ たのはた鮭まつり
17日 ㈰

公社で臨時職員を募集

場

所

時 間

問い合わせ先

漁協魚市場

110：00 ～ 13：00 村漁協
（☎33-2311）

村内

1 8：15 ～ 12：30 社会教育課

20日 ㈬ 幼児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30 健康推進課

22日 ㈮ 巡回児童相談

保健センター

10：00 ～ 15：00 健康推進課

24日 ㈰ 小学校学習発表会

田野畑小学校

25日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30 健康推進課

30日 ㈯ 中学校落成式

田野畑中学校

10：00 ～ 11：00 総務・学校教育課

秋の一斉清掃

各地区

16：30 ～ 8：30 生活福祉課
（内線21）

中学校文化祭

田野畑中学校

1 8：50 ～ 12：15 田野畑小学校
（☎34-2050）

31日 ㈰

11月１日 ㈪

1 9：15 ～ 15：30 田野畑中学校
（☎34-2301）

村県民税３期・国保税５期納期限

税務課
（内線32・33）

介護保険料５期・後期高齢者医療保険料
４期納期限

生活福祉課
（内線22・24）

３日 ㈬ 第37回村民文化展（７日まで）

アズビィ楽習センター

19：00 ～ 18：00 社会教育課

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

