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11 月 15 日号
● 村からのお知らせ ●

地デジ難視聴対策は早めに
地理的な条件などにより個別受
信アンテナで地上デジタル放送を
受信できな地域に住んでいる人に
は、次のような国の支援がありま
す。平成23年７月24日の地デジへ
の完全移行日が迫っています。手
続きが遅れると工事が間に合わな
い場合がありますので、希望する
人は早めに相談してください。
◆高性能等アンテナ対策…
 負担した経費の一部を国とＮ
ＨＫが助成。受信点調査や技術
支援をデジサポいわてが無料
で支援します（期限12月28日）
◆暫定的な衛星放送利用…
 暫定的に衛星放送を利用して
地デジ放送を視聴。ＢＳチュー
ナーの貸し出しやＢＳアンテ
ナの設置工事を無償で行いま
す（期限23年３月31日）
◆その他…詳しい内容は広報たの
はた11月号をご覧ください
（☎
◆問い合わせ先…政策推進課
34-2111 内線63）

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

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11月24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…11月27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）

統合児童館の館名を募集
村は平成23年４月１日、村内の
６児童館・保育所を統合します。
現在、中学校旧テニスコートに統
合児童館を建設中です。将来の村
を担う子どもたちを育てるのにふ
さわしい館名を、村の皆さんから
募集します。はがきに必要事項を
記入して応募してください。
◆必要事項…
①児童館名「○○○○児童館」
②応募者の住所、
氏名、
電話番号
◆応募期限…12月10日㈮
◆応募・問い合わせ先…生活福祉
課（〒028-8407 田野畑村田野畑
143-1 ☎34-2114 内線21）

統合児童館の説明会開催
平成23年４月１日に統合する児
童館の説明会を開催します。どな
たでも参加できますので、気軽に
お越しください。
◆日時・場所は裏面の役立ちカレ
ンダーをご覧ください
（☎
◆問い合わせ先…生活福祉課
34-2114 内線21）

アズビィ楽習センター図書室は
11月17日㈬から12月12日 ㈰ ま で
の
「親子読書推進期間」
、本の貸
し出しを10冊までに増刷します

不妊治療費を助成します
村は、不妊治療の経済的な負担
を軽減するため、医療保険が適用
されない特定に不妊治療（体外受
精または顕微授精）を受けた夫婦
に対し、治療費の一部を助成して
います。
◆対象者…県特定不妊治療費助成
事業の助成を受けた夫婦
◆対象治療…県指定の医療機関で
受けた体外受精または顕微授精
◆助成額…夫婦１組１年度あたり
15万円を限度として助成
◆助成期間…夫婦１組通算５年
◆申請方法…県助成事業の交付決
定通知書と交付決定指令書が届
いてから１カ月以内に申請
◆必要書類…
①特定不妊治療に係る領収書
②住民票
③県助成事業の交付決定通知書
と交付決定指令書
◆申し込み・問い合わせ先…生活
福祉課
（☎34-2114 内線25）

● その他のお知らせ ●

中野バイパスを歩きませんか
11月28日、三陸北縦貫道路「中
野バイパス」が全線開通します。
この開通を祝い、記念ウオーキン
グを開催します。中野バイパスは
自動車専用道路です。この機会を
逃すと歩くことはできません。皆
さんお誘い合わせの上、ぜひ参加
してください。
◆日時…11月28日㈰
10：40～11：10 受け付け
11：10～11：40 オリエンテーション
11：40
ウオーキングスタート
13：15
ゴール（バスで移動）
13：45
送迎バス到着
◆集合場所…思案坂大橋展望台駐
車場
◆コ ース…鵜の巣断崖インター
チェンジ～岩泉龍泉洞イン
ターチェンジまで約５㌔
◆参加料…無料
◆申込期限…11月22日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…地域
整備課（☎ 34-2113 内線53）

グループホームつくえ介護職員募集
中城興産㈱では、旧机小に来年
１月開所予定の認知症対応型共同
生活介護事業所「グループホーム
つくえ」で働く介護職員を募集し
ます。
◆職種・人数…介護職員・７人
※定員になりしだい締め切ります

◆給与…当社の規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆勤務時間…
①午前５時～午後２時
②午後１時～10時
③午後９時～午前６時
◆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
◆応募・問い合わせ先…グループ
ホームつくえ（〒028-8402 田
野畑村机299 ☎33-3500）

役立ちカレンダー
月 日

行

歳末たすけあい演芸会を開催

事

11月19日 ㈮ はつらつ交流会

村社会福祉協議会では、第41回
田野畑村歳末たすけあい演芸会を
開催します。ボランティアの出演
者による踊りや歌などを予定して
いますので、多数の皆さんのご来
場をお待ちしています。
◆日時…12 月５日㈰
午前10時～午後３時
◆場所…アズビィホール
◆入場料…中学生以上500円、小
学生以下200円
◆その他…前売り券（50円お得）
は、村社会福祉協議会などで販
売しています
◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎ 33-3025）

かぞくのコミュニケーションは
子どもたちの未来をひらく
語り合い・支え合い・教え合い
期間：11月19日㈮～12月５日㈰

場

所

時 間

問い合わせ先

ホテル羅賀荘

110：00 ～ 14：30 健康推進課

保健センター

110：00 ～ 11：30 健康推進課

乳児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30 健康推進課

統合児童館の説明会

浜岩泉児童館

14：30 ～ 15：30 生活福祉課
（内線21）

島越児童館

11：00 ～ 12：00 生活福祉課
（内線21）

机保育所

13：00 ～ 14：00 生活福祉課
（内線21）

沼袋保育所

14：30 ～ 15：30 生活福祉課
（内線21）

22日 ㈪ 定期健康相談

24日 ㈬

25日 ㈭ 統合児童館の説明会

26日 ㈮ 統合児童館の説明会

27日 ㈯ 粗大ごみ収集日（内陸地区）

生活福祉課
（内線21）

28日 ㈰ 中野バイパス開通記念ウオーキング

思案坂大橋展望台駐車
場に集合

11：00 ～ 13：45 地域整備課
（内線53）

29日 ㈪ 統合児童館の説明会

田野畑駅

14：30 ～ 15：30 生活福祉課
（内線21）

田野畑児童館

13：30 ～ 14：30 生活福祉課
（内線21）

統合児童館の説明会
30日 ㈫ 国保税６期納期限

税務課
（内線33）

介護保険料６期・後期高齢者医療保険料
５期納期限
12月２日 ㈭ 人権擁護委員による特設相談

生活福祉課
（内線22・24）
役場第１会議室

10：00 ～ 15：00 生活福祉課
（内線21）

村社会福祉協議会
（☎33-3025）
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

５日 ㈰ 第41回歳末たすけあい演芸会

アズビィホール

10：00 ～ 15：00

