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４月15日号
消防車両を売り払います
村は、
消防車両４台を一般競争入
札により売却します。
◆入札物件
本団指揮車(Ａ) １台
小型動力ポンプ積載車(Ｂ) ３台
◆車名、排気量等
①車名…(Ａ)ニッサン・ブルーバ
ード/(Ｂ)トヨタ・ハイラックス
②形状…(Ａ)消防車/(Ｂ)消防車
③排気量…(Ａ)1.76ℓ/(Ｂ)1.99ℓ
④乗車定員…(Ａ)５人/(Ｂ)５人
⑤年式…(Ａ)平成12年/(Ｂ)平成
１年
⑥走行距離
・ (Ａ)
87,062㎞
・ (Ｂ)－１ 14,071㎞
・ (Ｂ)－２ 12,638㎞
・ (Ｂ)－３ 17,127㎞
⑦車検有効期間の満了日
・ (Ａ)
平成28年３月14日
・ (Ｂ)－１ 平成29年３月８日
・ (Ｂ)－２ 平成29年３月28日
・ (Ｂ)－３ 平成28年３月30日
◆入札方法…入札参加希望者は、
４月28日㈭までに総務課に連絡し、
「売払仕様書」
を受領してください。
◆入札実施予定…５月13日㈮
◆問い合わせ先…総務課（☎ 342111 内線 16）

小中高校生の医療費を助成
村は、就学前乳幼児の医療費助
成に加え、小学生から高校生まで
の医療費を助成しています。助成
を受けるためには申請が必要で
す。
◆対象…小中高校生
◆助成期間…就学時から 18 歳に
達した年度の３月 31 日まで
◆所得制限…なし
◆対象医療機関…保険医療機関お
よび保険薬局
◆申請期限…診療月の翌月末日
（例 : ４月受診分は５月末まで）
数カ月分をまとめず、１カ月ご
とに申請してください
◆給付までの流れ…①医療機関の
窓口で医療費を支払う②医療機
関の領収書を 1 カ月分まとめる
③翌月末日までに役場窓口に領
収書と医療費給付申請書（緑の
用紙）を提出④申請の翌月末ま
でに保護者の口座に給付
◆申請時の持ち物…助成対象者（
小中高校生）が加入する健康保
険証、振込先の通帳（保護者名
義のもの）
、
印鑑、
在学証明書
（高
校生のみ）
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線 25）

村マレットゴルフ場を無料開放
６月８日㈬
◆無料開放日…４月20日㈬、５月11日㈬、
７月６日㈬、
８月17日㈬、
９月７日㈬、
10月５日㈬、
11月９日㈬、
12月７日㈬
◆無料開放時間…午前９時～午後６時
◆用具の貸し出し…無料
◆問い合わせ先…村マレットゴルフ場（☎ 33-2816）

４月
９
好評 日から
営業
中！

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

春の星座教室を開催
教育委員会は、
「春の星座教室」
を開催します。
春の夜空を見上げて、星座の観
察をしてみませんか。
◆日時
①５月 11 日㈬午後７時～８時
②５月 12 日㈭午後７時～８時
※曇りの場合は中止とします
※申込みは不要です
◆場所 ･･･ アズビィ楽習センター
◆対象 ･･･ 村民
◆参加費 ･･･ 無料
◆問い合わせ先 ･･･ 教育委員会
（☎ 34-2226）

ワンストップ就農相談会
宮古地方農業振興協議会では、
今年度から「ワンストップ就農相
談会」を開催し、本格的に農業を
始めたい意欲のある人の相談を受
け付けます。
◆日時…毎月第２水曜日午後１
時 30 分～３時まで、次の日程
で開催。①５月 11 日㈬②６月
８日㈬③７月 13 日㈬④８月 10
日㈬⑤９月 14 日㈬
◆会場…宮古地区合同庁舎第１
会議室 ( 宮古市五月町１-20)
◆主催…宮古地方農業振興協議会
◆申し込み・問い合わせ先… 相
談を希望する人は、相談日の２
日前までに、次のいずれかにご
連絡ください。①宮古農業改良
普及センター ( ☎ 0193-64-2220)
②ＪＡ新いわて宮古営農経済セ
ンター ( ☎ 0193-69-3220) ③産
業振興課 ( ☎ 34-2111 内線 75)

ロボットまつりなどを開催

ツキノワグマに注意

断酒会員によるアルコール相談

教育委員会は、
「わくわくロボッ
トまつり」
「思い出の写真でオリ
ジナルＴシャツを作ろう」の２講
座を開催します。
「わくわくロボットまつり」で
は、パルロと遊んだり、ロボット
相撲、紙飛行機の制作をおこない
ます。
「思い出の写真でオリジナ
ルＴシャツを作ろう」では、お気
に入りの写真やイラストを使い自
分だけのオリジナルＴシャツや、
ハンカチなどを作成します。
また、パソコンに関する相談
コーナーも設けていますので、気
軽に参加してください。
◆日時…４月 23 日㈯
①「わくわくロボットまつり」
午後１時～午後３時
②「思い出の写真でオリジナル
Ｔシャツを作ろう」
午後２時～午後４時
◆場所…アズビィ楽習センター
会議室、アズビィ体育館
◆持ち物…オリジナルＴシャツ
作りに参加する方は、写真デー
タ・イラスト・Ｔシャツ・ハン
カチなど
◆申し込み期限…４月 20 日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会 ( ☎ 34-2226）

岩手県では、３月 15 日からツ
キノワグマの出没に関する注意報
を発表しています。
昨年はクマのえさになるブナの
実などが豊作だったことから、ク
マの出産数が増加すると予測され
ています。そのため、春先は子連
れのクマが多く、夏から秋にかけ
てはえさ不足により人里周辺に頻
繁に出没することが予測されま
す。人身被害や農作物被害が発生
する恐れがありますので、十分に
注意してください。
また、目撃や被害などの情報提
供にご協力をお願いします。
◆問い合わせ先…産業振興課
（☎
34-2111 内線 74）

宮古保健所では、断酒会員によ
るアルコール相談を実施します。
酒害相談員が自分自身の経験を
基に、アルコール問題で悩んでい
る人およびその家族の相談に応じ
ます。
◆日時…４月 20 日㈬ 午後 1 時
～２時 30 分
※前日までに予約が必要です
◆場所…岩泉町役場分庁舎
◆対象…県内在住のアルコール問
題で悩んでいる本人および家族
など
◆申し込み・問い合わせ先…宮
古保健所保健課 ( ☎ 0193-64-22
18)

義肢などの巡回相談

防災に役立つ情報サイト

◆日時…５月 27 日㈮午前 11 時
～午後１時（受付は午前11時
30分まで）
◆場所…宮古市総合福祉センター
（宮古市小山田２- ９-20）
◆申込期限…５月６日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…保
健福祉課（☎ 33-3102）

役立ちカレンダー
月 日

事
アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
4月15日㈮
（22 日も開催）

国土交通省では、災害時の避難
や事前の防災対策に役立つ情報を
「ハザードマップポータブルサイ
ト 」(http://disaportal.gis.
go.jp) で公開しています。
全国の市町村のハザードマップ
を閲覧できるほか、さまざまな防
災に役立つ情報を１つの地図に重
ねて閲覧することができます。

期間：４月15日(金)～５月２日(月)

行

場

所

時 間

問い合わせ先

アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線11）

アズビィ体育館
「卓球・ソフトバレー教室」
（25 日も開催）
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
19日㈫
（26 日も開催）

20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線11）

18日㈪

アズビィ健康スポーツ教室

健診センター

12：30 ～ 15：30 保健福祉課 (内線54）

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

教育委員会 (内線11)

マレットゴルフ場無料開放日

村マレットゴルフ場

９：00 ～ 18：00

教育委員会 (内線12)

わんぱくランド「わくわくロボットまつり」

アズビィ楽習センター 13：00 ～ 15：00

教育委員会 (内線11)

幼児健診

20日㈬

23日㈯

17：00 ～ 19：00 教育委員会 (内線11）

アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」

（27 日も開催）

趣味・教養講座
「思い出の写真でオリジナル T シャツを作ろう」

24日㈰ 春の一斉清掃
５月２日㈪ 固定資産税１期、軽自動車税 納期限

アズビィ楽習センター 14：00 ～ 16：00 教育委員会 (内線11)
各地区

６：00 ～ ８：00

生活環境課
（内線22）
税務会計課(内線34、
31)

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

