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６月16日号
川崎研一医師退職のお知らせ
国保田野畑村診療所に勤務して
いる川崎研一医師が一身上の都合
により、７月31日をもって退職す
ることとなりました。
後任の医師が決定するまでは、
岩手県立宮古病院などの医師によ
る応援診療により対応しますので
皆さまのご理解、ご協力をお願い
します。なお、８月１日以降の診
療日程などは広報たのはた７月号
でお知らせします。
◆問い合わせ先…国保田野畑村診
療所事務局 (☎33-3102 保健福
祉課内)

村営住宅の入居者を募集
村は、
村営住宅( 定住促進住宅)
の入居者を募集します。
◆募集住宅・規模…羅賀団地 C 号
( 羅賀 192-120) 木造 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
◆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月下旬を予定
◆申込期限…６月24日㈮
◆入居資格…①家賃の支払いが可
能な所得がある人②市町村税の
滞納がないこと③暴力団員でな
いこと④村に住民登録できる人
◆その他…①連帯保証人が必要で
す②ペットの飼育はできません
③申し込み多数の場合は、抽選
になります④必要書類などは担
当課へ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400)

諮問会議の委員を公募します
村は、村政の政策形成の過程を
村の皆さんと共有し、村民主体の
村政運営を進めるため「政策提言
諮問会議」を設置します。広く皆
さんの意見を伺うため、委員を一
般公募しますので、応募をお願い
します。
◆募集人数…若干名
◆任期…２年間
◆応募資格…村民
◆応募方法…電話で応募してくだ
さい
◆応募期限…６月30日㈭
◆応募・問い合わせ先…政策推進
課 (☎34-2111 内線61)

自衛官候補生を募集します
自衛官候補生８月・９月採用試
験を実施します。詳しい内容は自
衛隊宮古地域事務所へ問い合わせ
てください。
◆受付期間…７月11日㈪まで
◆受験資格…18歳以上27歳未満の
男子
◆試験日…７月18日㈪
◆試験場…岩手駐屯地(滝沢市)
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
事務所(☎0193-63-3881)

求人の受け付けを開始します
宮古公共職業安定所では、平成
29年３月卒業予定の高校生を対象
とした求人の受け付けを６月20日
㈪から開始します。
◆問い合わせ先…宮古公共職業安
定所 学卒担当(☎0193-63-86
09)

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、６月27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２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）

夏の星座教室を開催します
教育委員会は、｢夏の星座教室｣
を開催します。
７日㈭、
８日
◆日時…７月６日㈬、
㈮午後７時30分～８時30分
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加費…無料
◆その他…曇りの場合は中止とし
ます。事前の申し込みは不要で
す
◆問い合わせ先…教育委員会
（☎
34-2226 内線11）

ヒメホタル観察会を開催

村民懇談会を開催します

体験村・たのはたでは、チョウ
センアカシジミとヒメホタルの観
察会を開催します。
◆日時…７月２日㈯午後６時～８
時30分
◆集合場所…産直プラザ尾肝要
◆定員…20人
◆参加料…無料
◆申込方法…電話で申し込んでく
ださい
◆申込期限…７月１日㈮
◆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)

村は、村民の皆さんの意見を村
政に生かすため、昨年度と同様に
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㈬～
26日㈫を予定しています。詳しい
日時や場所などは広報たのはた７
月号に掲載しますので、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。事前
にいただいた要望などについては、
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…政策推
進課 (☎34-2111 内線62/FAX34
-2632/Eメールinquiry@vill.
tanohata.iwate.jp)

調理師・製菓衛生師試験を実施
◆試験日時…９月23日㈮午前10時
から正午まで
◆試験会場…①調理師試験 宮古地
区合同庁舎(宮古市五月町1-20)
②製菓衛生師試験 岩手県庁12階
特別会議室(盛岡市内丸10-1)
◆受験申込書…宮古保健所で配布
◆受付期間…７月１日㈮から15日
㈮までの午前９時から午後５時
まで(土・日を除く)
※郵送の場合は、７月15日㈮の
消印有効
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所(宮古市五月町1-20、
☎01
93-64-2218)

巡回児童相談を開催します
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５日㈫午前10時～午
後３時
◆場所…保健センター
◆相談内容…18歳未満の児童の心
や体に関する相談。
療育手帳など
の判定。
子育てに関する相談など
◆申込期限…６月24日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課 (☎33-3102 内線55)

役立ちカレンダー
月 日
６月16日㈭
17日㈮

行

事

わんぱくランド「えいご体験ＥーＰＯＰ」

(23、
30日も開催)

アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」

（24日も開催）

19日㈰ たのはた牛乳・乳製品フェア
20日㈪

24日㈮

30日㈭ 国民健康保険税１期 納期限
介護保険料１期 納期限

手芸教室出前講座を開催
教育委員会は、クラフトバンド
手芸教室を地区の公民館などで開
催します。
地区での開催を希望する人は申
し込んでください。
◆募集開始…７月１日㈮
※１地区のみの開催となります
（先着順）
※自治協議会、自治会単位で申
し込んでください
◆内容…クラフトバンドを使って
カゴ・バックなどを作ります
◆参加費…材料費を徴収します
◆その他…開催地区決定後、該当
地区で参加者を募集します
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会
（☎34-2226 内線11）

場
所
時 間
アズビィ楽習センター
16：00  ～ 17：00
※23日はアズビィ体育館
アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00

ミルクプラント敷地内

10：30 ～ 15：00

アズビィ健康スポーツ教室

村県民税１期 納期限

平井賀郵便局が６月27日㈪に開
局します。
◆営業時間
郵便窓口…平日の午前９時から
午後５時
貯金・保険窓口…平日の午前９
時から午後４時
ＡＴＭ…平日は午前９時から午
後５時30分、土曜日は午前９時
から午後12時30分
（☎
◆問い合わせ先…田野畑郵便局
34-2300）

期間：６月16日(木)～６月30日(木)

アズビィ体育館
「卓球・ソフトバレー教室」
（27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
21日㈫
（28日も開催）
アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」
アズビィ体育館
22日㈬
（29日も開催）
23日㈭ キッズスポーツ
田野畑小学校体育館
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス」

平井賀郵便局が本設再開

アズビィホール

問い合わせ先
教育委員会 (内線11）
教育委員会 (内線11）
村産業開発公社
（☎34-2080）

19：00  ～ 21：00 教育委員会 (内線11)
18：00  ～ 19：00 教育委員会 (内線11)
19：30 ～ 21：00

教育委員会 (内線11）

15：30 ～ 17：00

教育委員会 (内線11）

18：30 ～ 20：30

教育委員会 (内線11）
税務会計課(内線32)
税務会計課(内線31)
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

