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◆日時…６月７日㈰午前８時 30

　分～午後３時、雨天決行
◆場所…陸上自衛隊岩手駐屯地
　（滝沢市後 268-433)

◆主な行事…記念式典、戦車の体
　験搭乗、音楽隊による演奏、装備
　品展示、茶道教室、子ども広場
◆その他…IGRいわて銀河鉄道滝
　沢駅からシャトルバスを運行。
　駐車場の混雑が予想されるので、
　自家用車利用の場合は、乗り合
　わせで来場してください。
◆問い合わせ先…陸上自衛隊岩手
　駐屯地司令業務室広報班
　（☎ 019-688-4311内線 256)

自衛隊の岩手駐屯地を公開

　三閉伊一揆を語る会では、嘉
永６年の三閉伊一揆の指導者で
あった田野畑太助の命日に合わ
せて、田野畑太助と佐々木弥五
兵衛の墓参りを行います。関心
のある方はご参加ください。
◆日時…５月27日㈬午前 11時～
◆集合場所…村民俗資料館　
◆問い合わせ先…三閉伊一揆を
　語る会（畠山会長☎ 33-3157）

一揆指導者の墓参りを実施

　内陸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、５月25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…５月 30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、猿山
　※各仮設住宅団地は含みません
◆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）

内陸部の粗大ゴミを収集

　村教育委員会は、生涯学習とし
て各種講座を開催しています。
　今後の講座をより良いものにす
るため、村民の皆さんが普段どの
ような事柄を学びたいと思ってい
るのかをうかがう「リクエスト
BOX」を設置しました。お気軽に
みなさんのご意見をお寄せくださ
い。 

◆対象…全村民 

◆設置場所…アズビィ楽習センター
　（用紙はリクエスト BOX隣に設
　置しています） 
◆設置期間…通年 

◆問い合わせ先…村教育委員会
　　　　　　　　　（☎ 34-2226） 

生涯学習リクエストBOX設置

　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…５月31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…みやこ広域リサ
　イクルセンター（☎0193-64-7111）

フリーマーケットを開催します

　体験村・たのはたでは、サクラ
ソウとチョウセンアカシジミの幼
虫の観察会を開催します。
　ここでしか見られない貴重な生
態を観察した後は、地元食を囲ん
での懇談もあります。この機会に
ぜひご参加ください。
◆日時…５月23日㈯午前９時 00

　分～正午※小雨決行
◆集合場所…産直プラザ尾肝要
◆定員…30人※小学生以下は保
　護者が同伴してください
◆参加料…小学生以上 500円
　※未就学児は無料
◆その他…自家用車で各自移動と
　なります
◆申し込み方法…５月 20日㈬ま
　でにお電話でお申込みください
◆申し込み・問い合わせ先…体験
　村・たのはたネットワーク
　　　　　　（☎ 0194-37-1211）

サクラソウ観察会を開催

　６月１日～７日は、エイズ検査
普及啓発週間です。エイズ患者、
HIV感染者は横ばい状態で減少し
ておらず、依然として広がりをみ
せています。保健所では、毎月無
料匿名で HIV抗体検査を実施し
ています。
◆次回検査日…６月９日㈫
◆問い合わせ先…宮古保健所保健
　課（☎0193-64-2218内線 235）

エイズ検査普及啓発週間



役立ちカレンダー　 期間：５月18日㈪～６月２日㈫　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

５月18日㈪
アズビィ健康スポーツ教室

「卓球教室」（毎週月曜日開催） アズビィ体育館 20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
アズビィ健康スポーツ教室

「ソフトバレー教室」（毎週月曜日開催） アズビィ体育館 20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

20日㈬

乳児健診 健診センター 12：30 ～ 15：30 保健福祉課（内線54）
アズビィ健康スポーツ教室「バトミントン教室」 アズビィ体育館 20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
アズビィ絵画教室 アズビィ楽習センター 13：30 ～ 15：30 教育委員会 (内線11）
巡回狂犬病予防注射 各地区を巡回します。詳しい巡回予定は広報

たのはた５月号 11 ページで確認してください 生活環境課(内線22）21日㈭ 巡回狂犬病予防注射
22日㈮ アズビィ健康スポーツ教室

「フットサル教室」（毎週金曜日開催） アズビィ体育館 19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）

23日㈯ アズビィ健康スポーツ教室
「マレットゴルフ教室」（５月 30 日も開催） 村マレットゴルフ場 10：00 ～ 12：00 教育委員会 (内線22）

24日㈰ 村消防団大演習 田野畑小学校 ８：00 ～ 11：45 総務課 (内線67）
28日㈭ ノルディックウォーキング アズビィ体育館～思惟大橋 10：00 ～ 12：00 教育委員会 (内線22）

29日㈮
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス教室」 アズビィホール 18：30 ～ 20：30 教育委員会 (内線22）
巡回健康相談 沼袋地区公民館 10：00 ～ 11：30 保健福祉課（内線55）

６月２日㈫ 特設人権相談所 役場第一会議室 10：00 ～ 15 ：00 生活環境課(内線65 ）
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

　岩手県立宮古高等技術専門校
では、「Jw_cad」ソフトを使った
建築 CADのセミナーを開催します。
◆研修期間…６月４日㈭～５日㈮
　午前９時～午後４時
◆申込期限…５月29日㈮
◆会場…岩手県立宮古高等技術
　専門校（宮古市松山第８地割
　29番３）
◆受講料…無料（市販テキスト
　を使用する場合は実費負担）
◆申込方法…FAX、メール、持
　参のいずれかの方法で受講申
　込書を提出
◆申し込み・問い合わせ先…岩手
　県立宮古高等技術専門校（☎0193-

　62-5606、FAX0193-64-6596、
　メールアドレス CD0006@pref.

　iwate.jp）

能力開発セミナーを開催

◆日時…５月24日㈰　午前８時～11時45分
◆主会場…田野畑小学校
　・開会式・表彰式・訓練など…田野畑小学校（午前８時～）
　・幼年消防クラブアトラクション…田野畑小学校（午前９時40分ころ）
　・救急訓練…田野畑小学校（午前９時50分ころ）
　・消防操法…田野畑小学校（午前10時10分ころ）
　・分列行進…田野畑小学校（午前10時30分ころ）
　・放水訓練…田野畑小学校付近(水源の状況により沼袋農村環境改善
　　センター付近へ変更する場合があります）（午前10時50分ころ）
◆問い合わせ先…宮古消防署田野畑分署（☎34-2100）

　村は、村営住宅（定住促進住宅）
２世帯の入居者を募集します。
◆募集住宅・規模
　①羅賀団地Ｄ号（羅賀 192-120）
　②大芦団地Ｃ号（大芦 21）
　どちらも木造２階建の２階２世
　帯のうちの１世帯。56.31㎡（居
　室２室、ダイニングキッチン、
　トイレ、洗面所、浴室）
◆使用料…月額 45,000円（定額）
◆敷金…月額使用料の３カ月分
　※ 許可日から 30日以内に納付
◆入居可能日…６月上旬を予定
◆申込期限…５月 25日㈪
◆ 入居資格…市町村税の滞納がな
いこと、暴力団員でないこと、
村に住民登録できる人

◆ 収入基準…家賃の支払いが可能
な所得のある人

◆ その他…申し込み多数の場合は、
抽選により選考。連帯保証人が
必要です。必要書類などは担
当課に問い合わせてください

◆ 申し込み・問い合わせ先…建設
第二課（☎34-2113 内線46）

村営住宅の入居者募集

　８月 27日任期満了に伴う村議
会議員選挙は、次の日程で行われ
ます。
◆告示日…８月４日㈫
◆選挙期日（投開票日）…８月９日㈰ 

◆問い合わせ先…選挙管理委員会
　事務局（☎ 34-2111　内線 92） 

村議会議員選挙日程について

　６月４日に千葉県松戸市立六実
中学校３年生が修学旅行で来村し
ます。体験村・たのはたでは、生徒
さん３～５人を自宅に泊めてくだ
さる家庭を募集しています。生徒
さんと一緒に家の仕事などをしな
がら田野畑での暮らしや文化を伝
えてください。子どもたちの教育
のため、皆様の協力をお願いします。
◆受入日時…６月４日㈭午後２時
　～翌朝７時
◆謝礼…生徒１人あたり 7,000円
　程度の謝礼をお支払いします
◆その他…７月～ 10月にも受入れ
　を予定していますので、その頃
　の受け入れが可能という人もお
　知らせください
◆問い合わせ先…体験村・たのは
　たネットワーク（☎ 37-1211）

民泊の受け入れ家庭を募集

村消防団大演習を実施
皆さんの参観・激励をお願いします


