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９月15日号
梅沢富美男劇団田野畑村特別公演の開催中止について
10月１日㈯、２日㈰に開催を予定していた｢梅沢富美男劇団田野畑村特
別公演｣は、
台風10号の大雨により、本村および近隣市町村に甚大な被害
がでていることから、
中止とします。
公演を楽しみにしていた皆さまには、
深くお詫び申し上げます。
なお、
購入したチケットの払い戻し方法は次のとおりです。
◆受付期間…９月20日㈫〜11月18日㈮ 午前８時30分〜午後５時15分
※10月２日㈰までは、
土・日・祝日も受け付けます
◆受付場所…村役場１階窓口
◆払い戻し方法…チケットとの交換で購入代金を払い戻しします。ただ
し、
災害によりチケットが流出・滅失・汚損により破棄した場合は、
罹災
証明書などを提示いただき、
受付期間後に返金となります
■窓口での払い戻し…村役場窓口で｢払戻請求書兼受領書｣を配布しま
すので、
必要事項を記入のうえ、
チケットと一緒に提出してください
■郵送での払い戻し…購入したチケットと次の内容を書いたメモなど
を同封のうえ、
郵送してください。(郵便料金はご負担をお願いしま
す)チケット到着後、
指定口座に代金を振り込みます
①氏名②住所③電話番号④金融機関名⑤支店名⑥口座番号
⑦口座名義(フリガナ)
■郵送先…田野畑村役場 梅沢公演事務局
(〒028-8407 下閉伊郡田野畑村田野畑143-１)
◆問い合わせ先…たのはた村産業まつり実行委員会 公演事務局
(復興対策課内 ☎0194-34-2111)

リアス倶楽部で介護職員を募集

いわて三陸自伐林業フォーラム

特別養護老人ホームリアス倶楽
部では、介護福祉士 ( 介護職員 )
を募集します。勤務条件などの詳
細については、問い合わせてくだ
さい。
◆募集職種…介護福祉士(正職員)
◆基本給…16万円〜18万円
◆勤務時間…１カ月単位の変形労
働時間制によるシフト勤務
◆その他…パート勤務希望者の相
談にも応じます
◆応募・問い合わせ先…特別養護
老人ホームリアス倶楽部
(☎34-2201)

◆日時…９月22日㈭ 午後１時〜
◆場所…シートピアなあど研修室
◆参加料…無料
◆内容…自分の山を自分で手入れ
したい人のために、各地の事例
紹介や意見交換を通じて、自伐
林業の魅力を発信します
◆申し込み方法…産業振興課、村
森林組合にある申込用紙に必要
事項を記載のうえ、郵送または
ＦＡＸで申し込んでください
◆申込期限…９月20日㈫
◆問い合わせ先…宮古農林振興セ
ンター林務室(☎0193-64-2215)

災害義援金箱を設置
村は、台風10号により甚大な被
害を受けた岩泉町への義援金箱を
設置しています。
◆設置場所…①役場本庁②保健セ
ンター③診療所④アズビィ学習
センター
◆設置期間…９月30日㈮まで
◆問い合わせ先…総務課
(☎34-2111 内線11)

内陸部の粗大ゴミを収集
内陸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、９月26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…10月１日㈯
◆対象地区…田野畑、西和野、和
野、菅窪、七滝、板橋、沼袋、
甲地、田代、巣合、尾肝要、萩
牛、千丈、猿山
※仮設住宅団地は含みません
◆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）

平成28年度臨時福祉給付金などの申請について

村産業まつりの開催中止について

消費税率引上げの影響を緩和するため、一定の要件を満たす人を対象
に
「平成28年度臨時福祉給付金」
を支給します。
また、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者を対象に
「障害・遺
族年金受給者向け給付金」
を支給します。
給付金を受給するには、
申請受付期間内に申請書の提出が必要です。
支
９月中旬に申請書などを郵送します。
給対象となる可能性のある人には、
なお、支給要件に該当すると思われる人で、
申請書が届かない場合は、
問い合わせてください。
【平成28年度臨時福祉給付金】
住民票が田野畑村にある人で、
◆支給対象者…平成28年１月１日時点で、
平成28年度分の村民税
（均等割）
が課税されていない人。
ただし、
次に該
当する人は除きます
①平成28年度住民税が課税されている人の扶養親族
②生活保護を受給している人 など
◆支給額…支給対象者１人につき３千円
（１回限り）
【障害・遺族年金受給者向け給付金】
◆支給対象者…平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、 平成28
年５月分の障害基礎年金または遺族基礎年金等を受給している人。た
だし、
「高齢者向け給付金」
（３万円）
を受給した人は除きます
◆支給額…支給対象者１人につき３万円
（１回限り）
【共通事項】
２つの給付
◆受付期間…９月15日㈭〜12月15日㈭
金を確認
午前８時30分〜午後５時15分 じゃ！
※土・日・祝日を除きます
◆提出方法…保健福祉課へ持参または郵送
◆問い合わせ先…保健福祉課(☎33-3102 内線56)

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」
９月16日㈮
（23、
30日も開催）
20日㈫

行

特定健診等・各種がん検診
アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」

（27日も開催）
21日㈬

特定健診等・各種がん検診
アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」

(28日も開催）

22日㈭

田野畑小学校家庭教育学級 ｢親子で楽しむ読み聞

かせ｣

23日㈮ 特定健診等・各種がん検診
25日㈰ 津波避難訓練
26日㈪

特定健診等・各種がん検診
アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー

教室」

27日㈫ 特定健診等・各種がん検診

10月２日㈰に開催を予定してい
た｢たのはた村産業まつり｣は、台
風10号の影響により中止とします。
◆問い合わせ先…たのはた村産業
まつり実行委員会( 産業振興課
内 ☎34-2111 内線71)

村民文化展の作品を募集
教育委員会は、第43回村民文化
展(10月29日〜11月1日開催)の出展
作品を募集します。
◆募集する作品…①絵画、
書道、
書
写、
写真、
工作、
工芸、
被服、
手芸、
園芸②一般(個人)は各部門５点
まで③団体で出展する場合は、
出展数を連絡してください
◆応募資格…村民、村出身者、村
内の事業所などに勤務する人
◆作品の受け付け…下記の期日・
場所に作品を届けて下さい
（小・
中学生は学校を通しての応募に
なります）
◆受付日…10月26日㈬〜28日㈮
◆受付場所…アズビィ楽習センター
◆問い合わせ先…教育委員会
(☎34-2226 内線12)
期間：９月16日(金)～９月30日(金)

場

所

アズビィ体育館

時 間

問い合わせ先

19：00 ～ 21：00

教育委員会(内線11）

沼袋農村環境改善セン ９：30 ～ 11：00
13：00 ～ 14：30
ター

保健福祉課(内線52)

アズビィ体育館

18：00 ～ 19：00

教育委員会(内線11)

浜岩泉農業会館

９：30 ～ 11：00
13：00 ～ 14：30

保健福祉課(内線52)

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

教育委員会(内線11）

田野畑小学校体育館

14：00 ～ 15：00

教育委員会(内線11）

島越コミュニティセン
ター
北山地区総合センター
村内沿岸地区
羅賀コミュニティセン
ター

13：30 ～ 14：30
８：00 ～ ８：40
９：30 ～ 11：00
13：00 ～ 14：30

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00

アズビィ体育館

９：30 ～ 11：00

９：30 ～ 11：00
13：00 ～ 14：30
９：00 ～ 12：00
10：00 ～ 11：30

保健福祉課(内線52)
総務課(内線16)
保健福祉課(内線52)
教育委員会(内線11）
保健福祉課(内線52)

28日㈬ 趣味・教養講座｢基礎から学ぶパン作り講座｣
アズビィホール
教育委員会(内線22)
健康相談
アズビィ楽習センター
保健福祉課(内線52)
30日㈮ 国民健康保険税４期 納期限
税務会計課(内線31)
後期高齢者医療保険料３期 介護保険料４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

