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７月15日号
島越駅が一部営業再開
島越駅の駅舎が復旧し、切符販
売など一部の営業を再開します。
営業再開を記念し、来場者先着
100 人に島越地区の特産品をプレ
ゼントします。
ぜひ新しい島越駅を見学にいら
してください。
◆日時…７月27日㈰午前７時～午
後６時
◆場所…島越駅構内
◆その他…駅へは、線路西側の仮
設階段を登り、ホームを抜けた
入り口からの入場になります。
お車でお越しの場合は、旧島越
駅駐車場を利用してください
（☎
◆問い合わせ先…政策推進課
34-2111 内線61）

自衛隊で採用試験を実施
自衛隊では、次の採用試験を実
施します。詳しい内容は問い合わ
せてください。
◆種目・受験資格
①航空学生…21 歳未満で高卒ま
たは卒業見込みの男女
②一般曹候補生…18 歳以上 27 歳
未満の男女
③自衛官候補生…18 歳以上 27 歳
未満の男女
◆申込期間…８月１日㈮～９月９
日㈫
◆試験日・場所
①９月 23 日㈫・山田町
②９月 20 日㈯・宮古市
③男子・９月 20 日㈯・宮古市
女子・９月 25 日㈭、26 日㈮
のうち指定された日・滝沢市
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
事務所（☎ 0193-63-3881）

盛岡さんさ踊りに無料招待
盛岡さんさ踊り実行委員会では、
盛岡さんさ踊りに 50 人を無料招待
します。
◆日時…８月２日㈯ 午前８時 15
分～午後 10 時 30 分頃
（日帰り）
・競演会
（盛岡市民文化ホール）
午後１時～４時
・さんさ踊り
（パレード観覧）
午
後６時～７時 20 分
◆集合場所…田野畑中学校駐車場
（午前８時 15 分までに集合）
◆対象…村内に住所を有する人
◆定員…50人
（先着順。定員になり
次第、締め切り）
◆参加料…無料（貸し切りバスで
移動。昼食・夕食付き）
◆受付開始日…７月 18 日㈮ 午前
９時から受付開始
◆受付時間…月～金曜の午前９時
～午後６時
◆申込方法…電話で申し込んでく
ださい。１人の申し込みで最大
４人分まで受け付け
◆申し込み・問い合わせ先…旅行
代理店「トップツアー㈱盛岡支
店」
（☎ 019-651-8800）

フリーマーケットを開催します
宮古地区広域行政組合では、
管内
住民の皆さんを対象に下記の日程
でフリーマーケットを開催します。
◆日時…７月27日㈰ ※雨天決行
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）
◆問い合わせ先…宮古地区広域行
政組合事務局施設課（☎019364-7111）

★☆★☆ 祝 ☆★☆★
宮古地区消防操法
競技会 (7.6) 結果
●自動車ポンプの部 第２位
村消防団 2 分団 2 部（島越）
●小型ポンプの部 第２位
村消防団 4 分団（田野畑）
ともに県大会 （7.27 ・ 矢巾町）
への出場決定！

復興探検ツアー参加者募集
県では、田野畑・岩泉地区の震
災復興の現状をお知らせするため、
復興事業の工事現場などを見学す
る復興探検ツアーを開催します。
夏休みの自由研究に親子での参加
も大歓迎です。参加を希望する人
は事前に申し込んでください。
◆日時…８月７日㈭ 午後 12 時
30 分～４時 30 分
◆集合場所…アズビィ楽習セン
ター前
◆主なコース…島の越漁港、北山
崎観光船断崖クルーズ乗船体験、
小本駅周辺、小本港など
◆定員…30人
（先着順）
◆参加料…無料
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
地域振興センター復興推進課
（☎0193-64-2211）

村スポーツクラブで職員募集
村スポーツクラブは、アシスタ
ントマネジャーを募集します。
◆雇用期間…８月１日～平成27
年３月31日、 週３日
（月12日～
14日程度）
◆賃金…3,990 円 / 日
◆勤務時間…午前９時～午後４時
◆勤務場所…アズビィ楽習センター他
◆業務内容…事務および運営補助
業務
◆募集人数…１人
◆募集要件…Word・Excel などの
パソコン操作ができること
◆応募期限…７月25日㈮
◆応募方法…電話でお問い合わせ
ください
◆申し込み・問い合わせ先…田野
畑村スポーツクラブ
（☎34-2226）

沿岸部・仮設の粗大ゴミ収集
村は、沿岸部の地区を対象に粗
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、
希望する場合は７月 28 日㈪までに
電話で申し込んでください。申し
込みのあった物以外は収集しませ
んので注意してください。
◆収集日…８月２日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明戸、
羅賀、島越、切牛、真木沢、浜岩泉、
大芦、仮設住宅団地
◆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
◆収集数…１世帯当たり３点まで
◆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。処理量を超えた場合は、早
めに締め切る場合があります
◆その他…粗大ごみは、収集する
トラックに積みやすい場所に出
しておいてください
◆申し込み・問い合わせ先…生活
環境課（☎ 34-2114 内線 22）

～三鉄で 訪ねてみようか 夏まつり～

出稼ぎ者の健康診断を実施

人間ドック受診者に助成

村は、出稼ぎ者を対象とした健
康診断を行います。お盆で帰省さ
れる人はぜひ受診してください。
◆日時…８月８日㈮
◆場所…国保田野畑村診療所
◆受付時間…午前 11 時～ 11 時 30分
（時間は厳守してください）
◆対象者…出稼ぎ手帳所持者
◆受診料…自己負担
※ 8,920 円までは助成します
◆申込期限…８月６日㈬
◆その他…当日の申し込みは受け
付けません
◆申し込み・問い合わせ先…生活
環境課（☎ 34-2114 内線 25）

村は、人間ドック・専門ドック
受診者に助成金を交付しています。
◆対象…村内に住所がある 40 歳～
74 歳
◆助成額…世帯の課税状況に応じ
10,000 円又は 20,000 円
◆申請方法…受診機関の領収書ま
たは受診証明書と印鑑を保健福
祉課に持参し申請してください
◆助成期間…４月１日から平成 27
年３月 31 日受診分
◆その他…毎年助成を受けられ、医
療機関は問いません
◆問い合せ先：保健福祉課
（保健セ
ンター）
（☎33-3102）

ファッションショーの村民モデル大募集
10 月５日㈰に開催予定のファッションショー「たのはたスマイルコレク
ション」
（衣装協力：㈱三陽商会）
に出演していただける人を募集しています。
ブランド服に身を包み、モデルにチャレンジしてみませんか。
◆要件…（いずれにも該当）
①中学生以上の村民、または村内に勤務している人
②男性はおおむねＬサイズ
（ウエスト 82㎝）
以下
女性はおおむね９号
（ウエスト 63㎝）
以下
③衣装合わせ
（９月上旬）
とコレクションに参加・出演できる人
◆募集人員…先着 20 人
◆その他…衣装などの事前準備のため、応募後に顔と全身の写真撮影にご
協力ください。当日はヘア、メイクも行います
◆応募・問い合わせ先…復興対策課（☎ 34-2111 内線 68、69）

役立ちカレンダー
月 日
７月16日㈬

期間：７月16日㈬～８月１日㈮

行
事
場
所
アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
アズビィ体育館
「バドミントン教室」
乳がん・子宮がん検診

アズビィホール

17日 ㈭ あすからのくらし相談会
保健センター
アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
アズビィ体育館
「フットサル教室」
18日 ㈮
アズビィ健康スポーツ教室（隔週金曜日）
アズビィホール
「ヨガ教室」
19日 ㈯ 診療所休診日
21日㈪ 北山崎断崖クルーズ観光船 就航式
島越漁港
22日㈫ 夏の星座観察教室（23 日、25 日も開催） アズビィホール入口前
23日㈬ 乳児健診
健診センター
アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
28日㈪
「卓球・ソフトバレー教室」
30日㈬ 胃がん・大腸がん検診
沼袋農村環境改善センター
村県民税２期・国民健康保険税２期 納期限

時 間

問い合わせ先

20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
9：30 ～ 10：30
保健福祉課（内線55）
13：00 ～ 14：00
13：00 ～ 15：00 保健福祉課（内線50）
19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
18：45 ～ 20：45 教育委員会 (内線22）
10：30 ～ 12：00 ホテル羅賀荘
（☎33-2611）
19：00 ～ 20：00 教育委員会 (内線22）
13：00 ～ 15：30 保健福祉課（内線54）
20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
6：30 ～ 8：30

保健福祉課（内線55）
税務会計課
（内線32）

介護保険料 2 期、後期高齢者医療保険料１期 納期限
生活環境課
（内線21、
22）
黎明館跡地付近
6：30 ～ 7：30
胃がん・大腸がん検診
中学校仮設団地集会所 6：30 ～ 8：30
保健福祉課（内線55）
机屯所
6：30 ～ 8：00
１日㈮ 胃がん・大腸がん検診
浜岩泉農業会館
6：30 ～ 8：30
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 歯科診療所☎33-3100 ／ 保健福祉課☎33-3102

31日㈭

