2015

６月15日号

プレミアム商品券
大好評発売中
残 り 約 200 セ ッ ト。
購入はお早めに！
◆問い合わせ先…村
商工会☎ 34-2304

巡回児童相談を開催します

旧６学区単位で村民懇談会開催

沿岸部の粗大ゴミを収集

宮古児童相談所による巡回児童
相談を開催します。希望する人は
電話で申し込んでください。
◆日時…７月14日㈫ 午前10時～
午後３時
◆場所…保健センター
◆申込期限…６月30日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102 内線52）

村は、住民の意見を村政に生か
すため旧６学区単位で村民懇談会
を開催します。
開催期間は７月13日㈪～27 日
㈪を予定しています。
詳しい日時や場所は広報７月号
に掲載します。
村への要望や意見がある人は、
事前に役場担当までお知らせくだ
さい。村民懇談会の会場で回答し
ます。
なお、懇談会当日も要望などは
受け付けます。
◆要望・意見の受け付け先…政策
推進課（☎ 34-2111 内線 63・FAX
34-2632 メールアドレス inquiry
@vill.tanohata.iwate.jp）

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、６月29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…７月４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）

自衛官の候補生を募集
◆種目…自衛官候補生 ( 陸上・海
上・航空 )
◆受験資格…18 歳以上 27 歳未満
の男子
◆試験日…６月 28 日㈰
◆試験場…岩手駐屯地 ( 滝沢市 )
◆受付期間…５月 26 日㈫～６月
24 日㈬
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
事務所（☎ 0193-63-3881）

人間ドック受診者に助成
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 ～
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…平成 27 年４月１日
から平成28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
◆問い合わせ先：保健福祉課
（保
健センター）
（☎33-3102）

「食の匠の技」
公開講座開催
宮古地方「食の匠の会」では、
食の匠の技を学ぶ講習会を開催し
ます。
参加を希望する人は、事前に申
し込んで下さい。
◆日時…７月３日㈮ 午前10時30
分～午後１時30分
◆場所…宮古地区合同庁舎２階栄
養相談室（宮古市五月町１-20）
◆講師…岩手県食の匠の会①田野
畑村 早野昌子さん（どんこな
ます）②宮古市 盛合敏子さん
（うにのやまぶき煮）
◆参加料…１人 1,000 円
（材料代）
◆定員…20 人（先着順）
◆申込期間…６月19日㈮～26日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
農業改良普及センター ( ☎ 019364-2220)

ＮＨＫ放送受信料を免除
障がい者を構成員とする世帯
は、申請することでＮＨＫ放送受
信料が免除される場合があります。
詳しい内容は問い合わせてくださ
い。
◆対象…①全額免除…障がい者手
帳所持者がいる世帯で、世帯全
員が村民税非課税②半額免除…
世帯主が視覚・聴覚障がい者ま
たは重度の障がい者
◆申請・問い合わせ先…保健福祉
課
（保健センター）
（☎33-3102）

子育て講話と相談会の開催

村議会議員選挙説明会開催

宮古圏域障がい者福祉推進ネッ
トでは、
「こどもの発達と成長」
をテーマにした講話と個別相談会
を開催します。
参加を希望する人は、事前に申
し込んでください。
◆日時…６月 27 日㈯
①子育て講話：午前10時30分～
正午
村営住宅の入居者募集
②個別相談会：午後１時～３時30分
村は、村営住宅
（定住促進住宅） ◆場所…シートピアなあど研修室
（宮古市臨港通１-20）
の入居者を募集します。
◆講師…みちのく療育園
川村み
◆募集住宅・規模
や子医師
①羅賀団地Ｄ号
（羅賀 192-120）
◆申込期限…６月 24 日㈬
木造２階建の２階２世帯のうち
の１世帯。56.31㎡（居室２室、 ◆その他…相談会の定員は５人で
事前申込みが必要です。
託児有。
ダイニングキッチン、トイレ、
詳しくは問い合わせてください
洗面所、浴室）
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
◆使用料…月額 45,000 円
（定額）
圏域障がい者福祉推進ネット ( ☎
◆敷金…月額使用料の３カ月分
0193-64-7878)
※許可日から 30 日以内に納付
◆入居可能日…７月上旬を予定
◆申込期限…６月 25 日㈭
北山崎シャクナゲ祭り開催
◆入居資格…市町村税の滞納がな
シロバナシャクナゲが見ごろを
いこと、暴力団員でないこと、
迎えるのに併せて「北山崎シャク
村に住民登録できる人
ナゲ祭り」が開催されます。苗木
◆収入基準…家賃の支払いが可能
販売や植樹会を開催します。ぜひ
な所得のある人
◆その他…申し込み多数の場合は、 ご来場ください。
◆日時…６月21日㈰ 午前９時30
抽選により選考。連帯保証人が
分～
必要です。必要書類などは担
◆場所…北山崎園地内
当課に問い合わせてください
◆問い合わせ先…体験村・たのは
◆申し込み・問い合わせ先…建設
たネットワーク
（☎37-1211）
第二課
（☎34-2113 内線46）
８月９日に行われる村議会議員
選挙の「立候補届出説明会」を開
催します。
◆日時…７月16日㈭午前10時～
◆場所…役場第一会議室
◆問い合わせ先…選挙管理委員会
事務局（電話 34-2111 内線 92）

役立ちカレンダー
月 日

行

体験村・たのはたでは、７月～
９月の土日祝日などに机浜番屋群
で「サッパ船＆番屋まつり」を開
催するにあたり、飲食物や土産品
などの出店者を募集します。
多い日には１日 100 人以上の
観光客が訪れますので、田野畑の
魅力を一緒にＰＲできる機会で
す。ぜひ多くの皆様のご協力をお
願いします。
◆実施期間…７月～９月の土日祝
日、 ８月10日 ㈪～14日 ㈮、 ９
月 24日㈭～25日㈮
◆会場…机浜番屋群（出店場所等
は後日相談のうえ決定します）
◆出店料…無料
◆募集期間…随時（イベント期間
終了まで）
◆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）

たのはた乳製品フェア開催
村産業開発公社では、たのはた
牛乳・乳製品フェアを開催します。
伊藤シェフによる料理のおふるま
いやウクレレライブ、牛乳の無料
配布をおこないます。ぜひご来場
ください。
◆日時…６月 21 日㈰午前 10 時
～午後３時
◆場所…村産業開発公社駐車場
◆問い合わせ先…村産業開発公社
( ☎ 34-2080)
期間：６月17日㈬～６月30日㈫

事

アズビィ健康スポーツ教室

サッパ船・番屋まつり出店募集

場

所

時 間

問い合わせ先

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

アズビィ楽習センター 13：30 ～ 15：30
健診センター
12：30 ～ 15：30

教育委員会 (内線11）
保健福祉課
（内線54）

19日㈮ 「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

21日㈰ たのはた牛乳乳製品フェア

「バトミントン教室」
（毎週水曜日開催）
６月17日㈬ アズビィ絵画教室（毎週水曜日開催）
幼児健診
アズビィ健康スポーツ教室

アズビィ体育館

村産業開発公社

10：00 ～ 15：00

アズビィ健康スポーツ教室

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）
村産業開発公社
☎34-2080
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）
ピラティス体験会
26日㈮
巡回健康相談

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

アズビィホール
浜岩泉地区公民館

10：00 ～ 12：00
10：00 ～ 11：30

教育委員会 (内線22）
保健福祉課
（内線55）

27日㈯

村マレットゴルフ場 10：00 ～ 12：00

教育委員会 (内線22）

22日㈪

30日 ㈫

「卓球教室」
（毎週月曜日開催）

アズビィ健康スポーツ教室
「マレットゴルフ教室」

村県民税１期・国民健康保険税１期 納期限

税務会計課
（内線32）

介護保険料１期 納期限

生活環境課
（内線21）

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

