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８月10日号
有資格者求人を支援します

歳末演芸会の出演者を募集
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４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21日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…社会
福祉法人田野畑村社会福祉協議
会 ( ☎ 33-3025)

住宅の耐震診断費用を助成

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、耐震
性能が低い可能性があります。
村は、希望する人に耐震診断費
用およ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
着工された戸建ての木造住宅
◆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耐震改修…１棟当たり対象経
費の1/2以内を助成。ただし、最
大617,000円まで
リンドウ・コギクの現地見学会
◆問い合わせ先…建設第二課
宮古農業改良普及センターでは、 （☎34-2113 内線400）
草花の栽培に関心のある人を対象
に、リンドウ・コギクの生産農家
Ｇ・Ｈつくえで納涼祭を開催
の現地見学会を開催します。
◆日時…８月24日㈬
グループホームつくえでは、納
午前10時30分～
涼祭を開催します。
◆場所…中村一彦氏農地 ( 宮古市
◆日時…８月21日㈰
江繋)
午前11時30分～午後２時30分
◆集合場所…宮古市役所川井総合
◆場所…グループホームつくえ体
支所
（宮古市川井第２地割186-1）
育館
◆集合時間…午前10 時
◆アトラクション…弥五兵衛太鼓、
◆その他…事前の申し込みは不要
利扇会による踊り、盆踊りなど
です
◆出店…焼きそば、
焼き鳥、
フラン
◆問い合わせ先…宮古農業改良普
クフルトなど(飲食代無料)
及センター (☎0193-64-2220)
◆問い合わせ先…グループホーム
つくえ(☎33-3500)
三陸ぐるっと食堂 in IWAIZUMI ×Ｂー１グランプリを開催
◆日時…９月３日㈯、４日㈰ 午前10時～午後３時
税関では戦後、海外から引
◆場所…乙茂おでんせ広場(岩泉町)
き揚げて来た皆さまから預
◆出展者…①地元地域づくり団体②Ｂ－１グランプリ出展団体 ( 久
か っ て い る、約86万件 の 保 管
慈まめぶ部屋、北上コロッケまるっとＬａｂ、熱血 !! 勝浦タン
証券類を返還しています。
タンメン船団、浪江焼麺太国、田川ホルモン喰楽歩 など )
◆問い合わせ先…宮古税関支署
◆問い合わせ先…三陸ぐるっと食堂 inIWAIZUMI 実行委員会事務局
(☎0193-62-6559)
( ☎ 0193-25-2701)

村は、村内の事業所などの求人
に有資格者が応募しやすい環境を
整えるため、村内の事業所に就職
し、一定の条件を満たす人に奨学
金返還の支援を行います。
事業所での求人の際には、積極
的な活用をお願いします。
◆対象者…有資格者を求人した村
内の事業所などに平成28年10月
１日以降に採用された人で①就
業年度において奨学金などを返
還予定または返還中の人 ( 既卒
者、転職者も可 ) ②村内に住民
登録をしている人③村税などを
滞納していない人
◆対象となる資格…保育士、保健
師、看護師、社会福祉士、介護
福祉士およびこれらに準ずる国
家資格として村長が認める資格
◆助成金の額
【単年度】
交付申請する前年度に
返還した奨学金などの額※上限
25万円
【総額】
借り受けした奨学金など
の総額の1/2と120万円のいずれ
か少ない額(支援上限額)
◆支援期間…助成金の額が支援上
限額に達するまで※上限６年間
◆申請・問い合わせ先…総務課
(☎34-2111 内線10)

梅沢富美男劇団田野畑村特別公演のチケット販売中です

福祉バザーにご協力を
村社会福祉協議会では、
10 月２
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…新品または未使用品
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９日㈮まで
◆受付方法
①持ち込みの場合…平日午前８
時30分から午後５時15分までに
村社会福祉協議会までお持ちく
ださい
②引き取りを希望する場合…電
話で村社会福祉協議会へ連絡し
てください
◆受け付け・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）

10月1日㈯、2 日㈰にアズビィホールで開催される「梅沢富美男劇団」
田野畑村特別公演のチケットを販売しています。
全席指定ですので、良席は早めにお買い求めください。
◆日時…10月１日㈯ ・昼の部 / 正午～
・夜の部 / 午後５時～
10月２日㈰ ・昼の部 / 正午～
◆会場…アズビィホール
◆販売場所…村役場、村商工会、ホテル羅賀荘
※村役場、村商工会は平日のみの販売となります
◆座席数…１公演４００席（車イス席あり）
※車イスご利用の方は事前にお申し出ください
◆チケット代…〔全席指定〕前売券 5,000 円（消費税込み）
当日券 5,500 円（消費税込み）
※チケット購入の枚数制限はありません
※小学生以上有料。未就学児の同伴・入場は不可
※チケット購入時に「タノくん満点カード
（1枚 500円分）
」
の利用がで
きます。チケット１枚につき最大10枚まで。チケット購入後の返金
（後援：たのはた村スタンプ会）
はできませんのでご注意ください
◆その他…10月２日㈰は、村産業まつりが同日開催されます
◆問い合わせ先…梅沢公演事務局
（役場復興対策課 ☎34-2111 内線67）
相続に関する無料相談キャンペーン
◆実施期間…８月31日㈬まで
◆電話相談…☎0120-823-815(午前10時～午後１時、土日祝を除く)
◆相談内容…自宅が亡くなった祖父の名義のままになっている、
亡くなった父親に借金があることが判明した など
◆問い合わせ先…岩手県司法書士会事務局(☎019-622-3372)

役立ちカレンダー
月 日
８月12日㈮
15日㈪
21日㈰
22日㈪
23日㈫
24日㈬
25日㈭
26日㈮
27日㈯

行

期間：８月12日(金)～８月31日(水)

事
場
所
アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
アズビィ体育館
（26日も開催）
第55回田野畑村成人式・二十歳の船
アズビィホールなど
たのはたっ子わんぱくランド ｢わくわくロボット
アズビィ楽習センター
夏まつり～電池で動く車を作ろう～｣
趣味・教養講座
アズビィ楽習センター
｢写真データでオリジナルＴシャツを作ろう｣
アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー
アズビィ体育館
教室」(29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
(30日も開催）
幼児健診
健診センター
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
（31日も開催）
キッズスポーツ
田野畑小学校体育館
島越地区コミュニティセ
健康相談
ンター
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス」
アズビィホール
国際交流キャンプ(小中学生対象交流事業)
明戸キャンプ場など
(28日まで)
村県民税２期 納期限

31日㈬ 国民健康保険税３期 納期限
後期高齢者医療保険料２期 介護保険料３期 納期限

時 間

問い合わせ先

19：00 ～ 21：00

教育委員会(内線11）

９：30 ～ 12：00

教育委員会(内線22)

10：00 ～ 12：00

教育委員会(内線11)

10：00 ～ 12：00

教育委員会(内線11)

20：00 ～ 21：00

教育委員会(内線11）

18：00 ～ 19：00

教育委員会(内線11）

12：20 ～ 15：30

保健福祉課(内線53)

19：30 ～ 21：00

教育委員会(内線11)

15：30 ～ 17：00

教育委員会(内線11）

10：00 ～ 11：30

保健福祉課(内線52)

18：30 ～ 20：30

教育委員会(内線11)

13：00 ～

教育委員会(内線22)
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

