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税金滞納差し押え財産の公売
村は税の公平性を確保するた
め、県地方税特別滞納整理機構と
連携しながら公売を含めた滞納処
分を強化し、村税滞納の解消に努
めています。
この度、税金滞納者から差し押
さえた財産（不動産）を公売する
予定です。入札はどなたでも参加
できます。公売物件や見積金額な
ど詳しい内容は広報 11 月号でお
知らせしますのでご覧ください。
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112 内線 32）

自衛官候補生（男子）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…11月15日㈰
◆試験会場…岩手駐屯地 ( 滝沢
市)
◆受付期間…10 月 26 日㈪～ 11
月 10 日㈫
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地
域事務所 ( ☎ 0193-63-3881)

マレットゴルフ羅賀荘杯開催
◆日時…10月25日㈰ 午前８時か
ら受付開始
◆場所…村マレットゴルフ場
◆参加料…一般 1,500 円、協会
員 1,000 円（昼食代・使用料・
景品代）
◆参加申込期限…10月20日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…村マ
レットゴルフ協会畠山会長（☎
33-2456 FAX33-2416）または
村マレットゴルフ場受付まで

沿岸部の粗大ゴミを収集
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、10月30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…11 月７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）

畑ワサビほ場見学会開催
畑ワサビを新たに栽培したい人
を対象にほ場見学会を開催します。
◆日時…10 月 29 日㈭午後１時～
４時 30 分
◆集合場所…岩泉地区合同庁舎
◆対象…新規栽培を希望する方
◆参加申込方法…下記申込先に電
話か FAX で申込んでください
◆申込期限…10 月 23 日㈮
◆申し込み先…宮古農業改良普及
センター岩泉普及サブセンター
（☎ 22-3115 FAX22-2806）

2016 希望郷いわて国体のマ
レットゴルフ競技は本村で行
われます

第42回村民文化展を開催
◆日時…10月31日㈯～ 11月３日
㈫ 午前９時～午後６時
◆会場…アズビィ楽習センター
◆その他…特別展『武田勤先生の
コレクション』を同時に開催し
ます。武田勤先生は、宮古在住
で、昭和30年から昭和35年３
月まで田野畑小学校に勤務。当
時の学級文集、絵、写真等を展
示します。
◆問い合わせ先…教育委員会 ( ☎
34-2226)

民俗資料館を無料開放
民俗資料館は、東北文化の日に
合わせて無料開放します。
三閉伊一揆の資料を中心に民具
や考古資料など村の文化財を展示
しています。
この機会にぜひ、ご家族で来館
ください。
◆日時…10月31日㈯～ 11 月１日
㈰ 午前９時～ 16 時 30 分 ( 入
館は 16 時まで )
◆場所…民俗資料館
◆入館料…無料
◆問い合わせ先…民俗資料館 ( ☎
33-2210)

パソコン何でも教室を開催
パソコンに関することを何でも
相談できる相談会を開催します。
◆ 日 時 …11月８日 ㈰ 午前９時30
分～正午
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加料…無料
◆申込期限…10月29日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会社会教育班
（☎ 34-2226）

今年度の地域安全大会は中止

自分史作り講座を開催

安全安心の地域づくりを推進す
るために開催している「岩泉・田
野畑地域安全大会」について、諸
般の事情により、今年度は中止し
ます。
◆問い合わせ先…総務課（☎ 342111 内線 17）

教育委員会は、生涯学習として
「自分史作り講座－入門編－」を
開催します。基本的な文章構成を
学びながら、ご自身の思い出を紐
解き、作品にしてみませんか。
◆日時…11月19日㈭
午前10時～正午
◆場所…アズビィ楽習センター
◆講師…澤口篤廣先生
◆対象…一般大人
◆定員…先着 20 名
◆参加料…無料
◆申込期限…11 月６日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会
（☎ 34-2226）

マイナンバー送付は11月から
マイナンバーの通知カードの配
送について、田野畑村では 11 月
中旬から配送します。お手元に届
いたら大切に保管してください。
また、マイナンバー制度に便乗
した不審な電話などにご注意下さ
い。マイナンバー通知前に、行政
機関から手続きを求めることはあ
りません。
◆同封されるもの…①通知カード
②個人番号カード交付申請書と
返信用封筒③マイナンバーにつ
いての説明書類
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線 25）
エボラ出血熱やマーズなど感染
症の発生が続いています。海外
旅行後の発熱は、医療機関受診
前に宮古保健所へ連絡を！
◆宮古保健所（0193-64-2218）

行政相談所を開設します
行政相談は、役所 ( 国・県・市
町村 ) や独立行政法人、特殊法人
など ( 郵便局、
NTT、
高速道路など )
の仕事に関して、困っていること
や要望したいことについて相談に
応じ、その解決を図るものです。
◆ 日 時 …10月22日 ㈭ 午前10時
～正午
◆場所…役場村民談話室
◆相談員…佐々木茂行政相談委員
◆その他…相談は無料で、秘密は
厳守されます。
◆問い合わせ先…総務課（☎ 342111 内線 16）

役立ちカレンダー
月 日
10月16日㈮

行
事
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス教室」
アズビィ健康スポーツ教室

インフルエンザ予防接種お早めに
◆期 間…11月２日㈪～12月28日㈪
（13 歳未満で２回目を接種する
人のみ１月に実施可能）
※水曜日午後、土日祝日は除く
◆場所…村診療所
◆接種料…無料
◆対象…満１歳以上で接種日に村
内に住所がある人（13 歳未満
は２回の接種が必要です）
◆受付時間
○中学生以下…月・木・金曜日
午後４時～４時30分
○高校生・一般…月～金曜日
午前９時～11時30分
午後２時30分～４時（水曜日除く）
◆必要な物…予診票、高校生以下
は母子健康手帳、予防接種手帳
（65 歳以上で持っている人）
◆予診票…園児、児童、生徒には
各施設を通じて配布。65歳以上
の人は各世帯に配布。それ以外
の人は診療所の窓口にある予
診票を使用してください
◆その他…村診療所以外での接種
を希望する人には、受診券を発
行します。その際の助成限度額
は１回目4,860円、２回目3,780円。
希望する人は、事前に必ず保健
福祉課に連絡してください
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）
期間：10月16日㈮～10月31日㈯

場
所
アズビィホール

時 間
問い合わせ先
18：30 ～ 20：30 教育委員会 (内線22）

アズビィ体育館
20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
19日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」(26 日も開催 )
趣味・教養講座「秋の星座教室」
（20、21 日も開催） アズビィ楽習センター 19：00 ～ 20：00 教育委員会 (内線11）
アズビィ健康スポーツ教室

21日㈬ 「バドミントン教室」(28 日も開催 )
幼児健診
アズビィ健康スポーツ教室「キッズスポーツ」
22日㈭ 特設行政相談
巡回健康相談
アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
23日㈮ 趣味・教養講座
「草木染めで自分だけのオリジナル T シャツを作ろう」
25日㈰ 一斉清掃
27日㈫ アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」

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
アズビィ体育館
村民談話室
机地区・拓心館
アズビィ体育館

12：30 ～ 15：30
16：00 ～ 17：00
10：00 ～ 12：00
10：00 ～ 11：30
19：00 ～ 21：00

保健福祉課(内線54）
教育委員会 (内線22）
総務課
（内線16）
保健福祉課(内線55）
教育委員会 (内線22）

アズビィホール

９：00 ～ 11：00

教育委員会 (内線11）

村内各地区
アズビィ体育館

６：30 ～  ８：30 生活環境課
（内線22）
17：00 ～ 19：00 教育委員会 (内線22）

30日㈮ 「すてきにアレンジ！オータムフラワー教室」
村民文化展（11 月３日㈫まで）

アズビィホール

10：00 ～ 12：00 教育委員会 (内線11）

趣味・教養講座

31日㈯

文学歴史伝承講座

アズビィ楽習センター

教育委員会 (内線12）

民俗資料館
10：00 ～ 12：00 教育委員会 (内線11）
「三閉伊一揆を学ぶ～安堵状の歴史的価値について～」
民俗資料館無料開放（11 月１日㈰まで）
民俗資料館
９：00 ～ 16：30 ☎33-2210
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

