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２月13日号
羅賀荘入浴券を世帯配布
ホテル羅賀荘では、村民を対象
に無料入浴券を１世帯に付き１枚
（10 回券）を配布します。
配布方法は、この「広報たのは
た２月 13 日号」と一緒に各世帯
へ配布されますので、確認してく
ださい。
なお、世帯の人数に関わらず、
１世帯１枚となります。
◆問い合わせ先…ホテル羅賀荘
（☎33-2611）

自衛隊音楽隊定期演奏会開催
◆日時…３月14日㈯ 開演
午後３時～（開場２時 15 分）
◆場所…盛岡市民文化ホール（マ
リオス）大ホール
◆出演…陸上自衛隊岩手駐屯地
音楽隊、巌鷲太鼓、駐屯地ラッ
パ隊
◆入場料…無料
◆問い合わせ先…陸上自衛隊岩
手駐屯地司令業務室（☎ 019688-4311 内線 256）

インターネットの危険を学ぼう
教育委員会は、インターネット
の危険性を学ぶ講座を開催します。
◆日時…２月17日㈫午後１時 30
分～
◆場所…アズビィ楽習センター
◆対象…インターネットに興味の
ある人、インターネットを利用
している人
◆参加料…無料
◆申込期限…２月 16 日㈪
◆問い合わせ先…教育委員会
（☎ 34-2226 内線 11）

能力開発セミナーを開催
県立宮古高等技術専門校では、
次の研修セミナーを開催します。
◆研修内容…第二種電気工事士
筆記試験に向け、電気理論など
の出題ポイントを学びます
◆日時…５月 12 日㈫～ 13 日㈬の
午前９時～午後４時
◆会場…県立宮古高等技術専門校
◆受講料など…受講料は無料。テ
キスト代 1,296 円は実費負担
◆申込期限…４月 24 日㈮
◆定員…15 人（先着順）
◆申し込み・問い合わせ先…県立
宮古高等技術専門校（☎ 019362-5606）

ウイルス性肝炎公開講座を開催
宮古保健所では、Ｂ型およびＣ
型ウイルス性肝炎の正しい知識と
最新の情報を普及啓発するため、
公開講座を開催します。
◆日時…２月22日㈰ 午後１時～
３時
◆場所…宮古地区合同庁舎３階大
会議室（宮古市五月町１-20）
◆内容
①病気の特徴や医療面の情報提供
講師：おおうち消化器内科 ク
リニック 大内健先生
②肝炎医療費助成制度などについて
説明：県医療政策室
◆参加料…無料
◆参加方法…電話で申し込み
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所保健課（☎ 0193-64-2218）

国民年金保険料は口座振込がお得
月々の国民年金保険料を口座振
替にすると、納め忘れもなく便利
です。月々50円割り引かれる早
割制度、割引額がさらに多い６カ
月前納や１年前納の制度もありま
す。６カ月前納と１年前納の申込
期 限 は２月27日㈮必着 で す。 希
望する人は、早めの手続きをお願
いします。
◆申し込み方法…納付書または年
金手帳、通帳、金融機関届出
印を持参し、年金事務所か各
金融機関で申し込み
◆問い合わせ先…宮古年金事務所
（☎0193-62-1963）

杜陵高校通信制宮古分室生徒募集
県立杜陵高等学校通信制では、
宮古分室の生徒を募集しています。
通信制は自宅での学習と月２、
３回の日曜スクーリング（面接指
導）
で高校を卒業できます。
特定科目のみの受講もできます。
また、文化祭、運動会、修学旅
行などの特別活動もあります。
◆願書受付期間…３月４日㈬～ 30
日㈪
◆願書請求・問い合わせ先…杜陵
高等学校通信制宮古分室
（〒 0270052 宮古市宮町二丁目１番１号
宮古高校内 ☎ 0193-63-7428）
お悩みは「よりそいホットライン」まで

０１２０－２７９－２２６
暮らしの中で困っている人、
気持ちや悩みを聞いて欲しい人、
自殺を考えるほど悩んでいる人
は、ぜひ電話してください。ス
マホ ･ 携帯電話からも利用可。

家畜所有「定期報告書」を忘れずに

春の全国火災予防運動実施中
３月１日㈰～７日㈯まで「もういいかい 火を消すまでは まあだ
だよ」をスローガンに春の全国火災予防運動が実施されます。
春は風が強く空気が乾燥し、火災の起こりやすい気象状態が続きま
す。家の周りには燃えやすいものを置かないようにしましょう。
★住宅防火 命を守る７つのポイント
外出時、就寝前は
①寝たばこは、絶対にやめる
火の元を確認！
②ストーブは、燃えやすいものから離して使用する
③ガスこんろを離れるときは、必ず火を消す
④逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報機を設置する
⑤寝具やカーテンなどは防炎品を使用する
⑥火災を小さいうちに消すため消火器を設置する
⑦高齢者や体の不自由な人を守るため、隣近所の協力体制をつくる

ふるさと就職面接会を開催

通話録音装置を無償貸出

宮古・下閉伊ふるさと就職面
接会を開催します。
◆日時…２月28日㈯午後１時 30
分～３時 30 分
◆場所…宮古市民総合体育館
◆内容…参加企業30社の採用担
当者との個別面談
◆問い合わせ先…ハローワーク
宮古（☎ 0193-63-8609）

村防犯協会では、振り込め詐欺
などの被害防止に効果がある「防
犯用電話自動応答録音装置」を無
償で貸し出します。
機器の詳しい内容は、広報１月
号 13 ページで確認してください。
◆申し込み・問い合わせ先…村防
犯協会事務局（役場総務課 ☎
34-2111 内線 66）

役立ちカレンダー

東日本大震災追悼式を開催します
◆日時…３月 11 日㈬
午後２時 15 分～４時
◆場所…アズビィーホール
◆詳細…広報３月号に掲載します
期間：２月16日㈪～３月２日㈪

月 日

行
事
場
所
アズビィ健康スポーツ教室
（毎週月曜日）
）
アズビィ体育館
「卓球教室」
２月16日㈪
アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
「ソフトバレー教室」
17日㈫ 教養講座「インターネットの危険性」教室

牛や鶏などの家畜を所有する人
は飼養状況の報告が義務づけられ
ています。期限までに定期報告書
を提出しましょう。
◆家畜の種類と報告期限
①牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、
猪、馬…４月 15 日まで
②鶏、アヒル、ウズラ、キジ、ダ
チョウ、ホロホロ鳥、七面鳥…
６月 15 日まで
◆報告方法…県中央家畜衛生所な
どから配布された様式に２月１
日時点の飼養状況を記入してく
ださい。様式は村役場、農協に
も用意しています
◆提出先…県中央家畜保健衛生所
または役場、農協畜産担当窓口
◆問い合わせ先…岩手県中央家畜
保健衛生所
（☎019-688-4111）

時 間

問い合わせ先

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

アズビィ楽習セン
13：40 ～ 14：30
ター

教育委員会 (内線11）

アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
アズビィ体育館
「バトミントン教室」

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

18日㈬ はまなす号（はまぎく、たんぽぽコース） 机、北山、大芦、切牛 ９：40 ～ 11：45

教育委員会（内線22）

19日㈭

20日㈮

幼児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課
（内線54）

はまなす号（おきなぐさコース）

尾肝要、甲地

９：40 ～ 11：45

教育委員会（内線22）

あすからのくらし相談会

保健センター

13：00 ～ 15：00

保健福祉課
（内線50）

19：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

９：30 ～ 13：00

教育委員会 (内線22）

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」

22日㈰ 第２回ソフトバレーボール交流会
３月１日㈰

２日㈪

アズビィ体育館

春季全国火災予防運動（３月７日まで）

全村

第２回バドミントン交流会

アズビィ体育館

固定資産税４期 納期限
後期高齢者医療保険料８期 納期限

消防田野畑分署
（☎34-2100）
９：30 ～ 13：00

教育委員会 (内線22）
税務会計課
（内線34）
生活環境課
（内線21）

役場☎34-2111
役場☎34-2111／／教育委員会☎34-2226
教育委員会☎34-2226／／診療所☎33-3101
診療所☎33-3101／／歯科診療所☎33-3100
歯科診療所☎33-3100／／保健福祉課☎33-3102
保健福祉課☎33-3102

