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８月11日号
歳末演芸会出演者募集

国際交流キャンプ参加者募集

住宅の耐震診断費用を助成

村社会福祉協議会では、歳末た
すけあい演芸会のボランティア出
演者を募集しています。
◆日時…12 月６日㈰ 午前 10 時
〜午後１時
◆場所…アズビィホール
◆内容…舞踊、演劇、演奏、民謡、
歌謡曲、郷土芸能、奇術など
◆申込期限…10月23日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…村社
会福祉協議会（☎ 33-3025）

教育委員会では、アーラム大
学・早稲田大学思惟の森の会の学
生と一緒に１泊２日のキャンプに
参加する小中学生を募集します。
自分とは違う “ 文化・習慣・言
語・考え方 ” を体感し、国際理解
や外国語活動への興味・関心を育
む絶好の機会です。
英語が話せなくても通訳が付く
ので大丈夫。ぜひ一緒に楽しい思
い出をつくりましょう。
◆日時…８月29日㈯午後１時〜
30 日㈰午後１時20分
◆場所…明戸キャンプ場ほか（雨
天の場合はアズビィ体育館ほか）
◆対象…村内の小中学生 10 名
（先
着順）
◆参加料…無料
◆その他…小学校３年生以下の宿
泊は希望制といたします。
集合・
解散場所への送迎は各自で対応
してください
◆申込方法…電話で申し込んでく
ださい。
申込期限は８月19日㈬
◆申込・問い合わせ先…教育委員
会（☎ 34-2226）

耐震基準が新しくなった昭和 56
年以前に建てられた住宅は地震に
対して弱い可能性があります。村
では、希望する人に耐震診断費用
及び耐震改修費用の一部を助成し
ています。
◆対象…昭和 56年５月31 日以前
に建築された木造住宅
◆助成金額
①耐震診断：１棟当たりの診断費
30,850 円 の う ち 27,760 円 を
助成
②耐震補修：１棟当たり最大で
617,000 円（改修内容により異
なります）
◆問い合わせ先…建設第二課
（☎34-2111 内線416）

福祉バザーにご協力を
村社会福祉協議会では、
10月４
日に開催される「たのはた村産業
まつり」
で福祉バザーを行います。
ご家庭で不用な品物がありました
ら寄付の協力をお願いします。
なお、福祉バザーの売上金は社
会福祉事業の財源とするため、村
社会福祉協議会の福祉基金に積み
立てて活用させていただきます。
◆受付品物…新品又は未使用品の
食器・日用雑貨・贈答品など（※
大型家具、電化製品、使用した
衣類、破損した物、食べ物はお
受けできません）
◆受付期間…９月 11 日㈮まで
（土
日祝日を除く）
◆受付方法
①持込の場合…平日午前８時 30
分〜午後５時 30 分に村社会福
祉協議会までお持ちください
②引取希望の場合…電話で村社
会福祉協議会へ連絡ください
◆受付・問い合わせ先…社会福祉
法人田野畑村社会福祉協議会
（〒 028-8407 田野畑村田野畑
120-1 ☎ 33-3025）

海外旅行後の発熱などに注意
諸外国ではエボラ出血熱や中東
呼吸器症候群（マーズ）
、マラリ
ア、腸チフスなど感染症の発生が
続いています。
海外旅行後に発熱、
咳、下痢など心配な症状が現れた
場合には、医療機関を受診する前
に宮古保健所まで連絡してくださ
い。夜間・休日でも連絡可能です。
◆連絡先…宮古保健所 ( ☎ 019364-2218)

発達支援セミナーを開催
宮古圏域障がい者福祉推進ネッ
トでは「発達障がいのある方々を
地域で支える〜幼児期から成人期、
そして家族〜」をテーマにセミ
ナーを開催します。参加を希望す
る人は、事前に申し込んで下さい。
◆日時…９月 12 日㈯
基調講演：午前 10 時〜 12 時
実践報告会：午後１時 10 分〜
３時 30 分
◆場所…陸中ビル３階大会議室
（宮古市宮町一丁目３- ５）
◆講師
①北海道大学 安達 潤 氏
②東京女子大学 前川あさ美 氏
◆申込期限…９月３日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
圏域障がい者福祉推進ネット
( ☎ 0193-64-7878)

自衛官候補生と学生を募集

農業を始めたい人の相談会開催

◆種目・受験資格
①一般曹候補生…18 歳以上 27 歳
未満の男女
②自衛官候補生…18 歳以上 27 歳
未満の男女
③航空学生…高卒者 ( 見込みを含
む）
で 21 歳未満の男女
◆受付期間…９月８日㈫まで
◆その他…試験日時や会場など詳
細については問い合わせてくだ
さい
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
事務所 ( ☎ 0193-63-3881)

歯科診療所の夜間診療を延長
村歯科診療所は、試行的に６月
から８月まで実施してきた夜間診
療を 11 月まで延長します。診療は
予約制です。
◆夜間診療日…９月〜11月の毎週
水曜日
◆夜間の診療時間…午後５時30 分
〜午後８時 30 分
※前日までに予約が必要です
◆問い合わせ先…村歯科診療所
（☎33-3100）

岩手県新規就農相談センターで
は、新たに農業を始めたい人へさ
まざまな情報を提供する「新農業
人フェア in いわて」
を開催します。
◆日時…９月５日㈯ 午前11時〜
午後３時
◆場所…いわて県民情報交流セン
ター「アイーナ」８階 804 会
議室
◆参加対象者…①新規就農を希望
している人② U ターンを希望し
ている人など
◆問い合わせ先…岩手県農林水産
部農業普及技術課
（☎ 019-629-5656）

建築物防災週間に安全確認を
８月30
岩手県県土整備部では、
日から９月５日まで建築物防災週
間に合わせて防災相談所を設置し
ます。建築物の地震対策や火災
対策などの相談にお答えします
のでお気軽にご利用ください。
◆問い合わせ先 …沿岸広域振興
局土木部岩泉土木センター
（☎22-3116）

役立ちカレンダー
月 日

行

三陸発のＢ - １グランプリ公
認イベントが釜石市で開催され
ます。
◆日時…８月28日〜29日 両日
とも午前10時〜午後４時
◆開催場所…シープラザ遊（釜石
市鈴子町 22- １）
◆出展者…富士宮やきそば学会、か
ほく冷たい肉そば研究会、熱血!!
勝浦タンタンメン船団、北上コ
ロッケまるっとLabほか 12 団体
◆問い合わせ先…三陸×Ｂ－１グ
ランプリ inKAMAISHI 実行委員
会事務局 ( ☎ 0193-25-2701)

三鉄ゾロリ列車好評運行中
三陸鉄道では企画列車「かいけ
つゾロリさんてつとなぞのネコ」
を９月27日㈰までの土・日・祝
日に運行しています。料金はゾロ
リ弁当など付いて 2,800 円。詳
しくは下記ＨＰでご確認ください。
◆ホームページ…http://www.san
rikutetsudou.com/
◆問 い 合 わ せ 先 …三陸鉄道
（☎
0193-62-8900）
期間：８月15日㈯～８月31日㈪

事

８月15日㈯ 成人式・二十歳の船

釜石でB-1グランプリ公認イベント開催

場

所

アズビィホールほか

アズビィ健康スポーツ教室

（毎週月曜日開催） アズビィ体育館
17日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」
出稼ぎ者健康診断
村診療所

時 間

問い合わせ先

９：30 ～ 12：00

教育委員会 (内線22）

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

11：00 ～ 11：30

生活環境課
（内線25）

アズビィ健康スポーツ教室

18日㈫ 「ソフトテニス教室」
（毎週火曜日開催）

アズビィ体育館

17：00 ～ 19：00

教育委員会 (内線22）

アズビィ健康スポーツ教室

（毎週水曜日開催）
19日㈬ 「バドミントン教室」
幼児健診

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

健診センター

12：30 ～ 15：30

保健福祉課
（内線54）

22日㈯ 住まいの復興給付金申請相談会

アズビィ楽習センター 10：00 ～ 15：00

復興対策課
（内線68）

26日㈬ 献血

保健センター

９：30 ～ 16：30

保健福祉課
（内線57）

家庭介護教室「認知症」講座

保健センター

14：00 ～ 16：00

保健福祉課
（内線56）

アズビィ健康スポーツ教室「キッズスポーツ」

アズビィ体育館

16：00 ～ 17：00

教育委員会 (内線22）

巡回健康相談

西和野自治会館

10：00 ～ 11：30

保健福祉課
（内線55）

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）

18：30 ～

教育委員会 (内線15）

27日㈭

28日㈮

国際交流イベント（Tanohata International Night) 青鹿寮
29日㈯

アズビィ健康スポーツ教室
「マレットゴルフ教室」

30日㈰ 国際交流キャンプ
（２日まで）
31日㈪

村マレットゴルフ場 10：00 ～ 12：00

教育委員会 (内線22）

明戸キャンプ場ほか 18：30 ～

教育委員会 (内線15）

村県民税２期・国民健康保険税３期 納期限

税務会計課
（内線32）

介護保険料３期・後期高齢者医療保険料２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

