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３月15日号
村民との意見交換会を開催

試験用植物の種子を配布

固定資産税の課税台帳を縦覧

村議会では、村民と議会の意見
交換会を開催します。
◆日時…３月 28 日㈫
午後６時30分～８時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆内容…①議会報告（３月定例議
会での論点報告）②意見交換会
（テーマ「田野畑村の活性化～
人口減少を止めるには～）
◆対象者…村民
◆問い合わせ先…村議会事務局
（☎ 34-2111 内線 90）

村は、平成26年度から北山村有
地で薬用植物の試験栽培を行って
きました。
今後、村内での普及につなげる
ため、
昨年までに採取した種子を、
希望する人へ配布します。
栽培を希望する人は、申し込ん
でください。
◆配布する種子…トウスケボウフ
ウ、ヤクモソウ（申し込みの際
に、希望する種子を伝えてくだ
さい）
※数量に限りがあるので、調整
する場合があります
◆配布場所…村森林組合
※希望者には栽培方法などを指
導します
◆申し込み・問い合わせ先…産業
振興課（☎ 34-2111 内線 73）

固定資産税の課税の基になって
いる「固定資産税課税（補充）台
帳」を縦覧します。
土地を売買したり、家屋を取り
壊した場合に、台帳の内容が訂正
されていないと、誤って課税され
ることがありますので確認をお願
いします。
◆縦覧期間…４月３日㈪～５月１
日㈪ 午前９時～午後５時
※土・日、祝日を除く
◆場所…税務会計課
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112 内線 34）

若者交流イベントを開催
◆日時…３月 17 日㈮
午後６時30分～９時
◆場所…ホテル羅賀荘
◆参加費…千円（食事代）
◆内容…村内事業所の紹介や村産
業の紹介、意見交換などをとお
して若者の交流を図る
◆参加資格…村内在住または村内
企業で働いている18歳から45歳
程度までの男女
◆問い合わせ先…村商工会青年部
（☎ 34-2304）

取引上の悩みを相談ください
「下請かけこみ寺」では、中小
企業が抱える取引上のトラブルで
困っている人に、問題解決に向け
たアドバイスを行っています。
◆相談電話…0120-418-618
◆受付時間…平日の午前９時～正
午、午後１時～５時
◆相談料…無料
◆その他…秘密は厳守します。匿
名での相談も可能です

求職者などを支援します
求職者支援訓練は、雇用保険を
受給できない求職者などを対象と
した２～６カ月の訓練です。
コースの詳細は、ハローワーク
に設置しているパンフレットまた
は岩手労働局のホームページで確
認できます。
◆受講料…無料（テキスト代は別
途必要です）
◆内容…就職に役立つ知識や技能
が学べます。ハローワークと連
携した就職支援が受けられます
◆申し込み方法…ハローワーク宮
古へ求職登録をし、職業相談の
うえで申し込んでください
◆問い合わせ先…高齢・障害・求
職者雇用支援機構岩手支部 求
職者支援課（☎ 0198-23-5648）

食品表示ウォッチャーを募集
県では、平成 29 年度食品表示
ウォッチャーを募集します。
◆活動内容…食品表示状況のモニ
ターおよび報告、不適正な食品
表示の情報提供、食品表示に関
する研修会への参加
◆委嘱期間…平成30年３月31日まで
◆委嘱予定人数…30 人
◆応募資格…次の①、②のすべて
を満たす人①平成 29 年４月１日
現在、満 18 歳以上の人②県内
に居住している人
◆応募期限…３月 31 日㈮
◆応募方法…応募用紙に必要事項
を記入のうえ、郵送、
ＦＡＸ、メー
ルのいずれかで応募してくださ
い。応募用紙は、県ホームペー
ジからダウンロードできます
◆応募・問い合わせ先…岩手県環
境生活部 県民くらしの安全課
（〒 020-8570 盛岡市内丸 10-1、
☎019-629-5322、FAX019-6295279、 ac0009@pref.iwate.jp）

駅からハイキングを開催
ＪＲ東日本では、季節に応じた
地域の魅力が楽しめるウオーキン
グイベント「駅からハイキング」
を開催します。
田野畑コース「震災から６年、
被災防潮堤の遺構で海の脅威を胸
に刻む復興ロード」は､ 予約不
要で期間中いつでも参加が可能で
す。
◆コース概要…三陸鉄道田野畑駅
（スタート）→ひらなめ海岸→
震災遺構明戸防潮堤→弁天崎灯
台→机浜番屋群→三陸鉄道田野
畑駅（ゴール）
◆開催期間…４月１日㈯～６月30
日㈮
◆受付場所…三陸鉄道田野畑駅
◆受付時間…午前９時～午後０時
30 分
◆参加費…無料
◆その他…ガイドは同行しません
◆特典…スタート時に「サッパ船
アドベンチャーズ＆机浜番屋群
漁師ガイド」の割引券を贈呈し
ます
◆問い合わせ先…駅からハイキン
グ事務局
（☎03-5719-3777）
、
村総合観光案内所
（☎33-3248）

◆研修内容…第二種電気工事士筆
記試験の合格に向け、出題ポイ
ントについて学びます
◆対象…平成29年度第二種電気工
事士上期試験を受験予定の人
◆研修期間…５月８日㈪～９日㈫
午前９時～午後４時
◆場所…県立宮古高等技術専門校
◆受講料…1,296 円（テキスト代）
◆申し込み方法…ＦＡＸ、メール、
持参のいずれかで受講申込書を
提出してください
◆申込期限…４月 17 日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…県立
宮古高等技術専門校（☎ 019362-5606、FAX0193-64-6596、
CD0006@pref.iwate.jp）

日曜日の開館を終了します
ジョブカフェみやこは、３月末
をもって、日曜日の開館を終了し
ます。
◆４月以降の開館日時…月曜日～
金曜日 午前 10 時～午後５時
（受け付けは、午後４時まで）
◆問い合わせ先…ジョブカフェみ
やこ（☎ 0193-64-3513）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

乳児健診
３月15日㈬ 田野畑中学校卒業式
アズビィ健康スポーツ教室

「バドミントン教室」(22日、29日も開催）
17日㈮

アズビィ健康スポーツ教室

「フットサル教室」(24日も開催 )

18日㈯ 田野畑小学校卒業式
21日㈫

アズビィ健康スポーツ教室

「ソフトテニス教室」(28日も開催 )

24日㈮ 健康相談
アズビィ健康スポーツ教室

点訳・音訳・録音図書体験会

能力開発セミナーを開催

27日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」

◆日時…４月 14 日㈮
・１回目…午前 10 時～
・２回目…午後１時～
※各２時間程度
◆場所…アイーナ（いわて県民情
報交流センター）４階
◆内容…見えない・見えにくい人
のための図書などを制作するボ
ランティアの体験と説明会です
◆対象…点字図書館部門奉仕員（点
訳奉仕員・録音図書製作奉仕）
に興味がある人
◆問い合わせ先…県立視聴覚障が
い者情報センター
（☎ 019-6061743）

宮古地区陸上競技審判講習会
◆日時…４月１日㈯
午後２時～５時
◆場所…宮古市中央公民館 大会
議室
（宮古市築地１-３-９）
◆対象…陸上競技に興味がある人
※競技経験の有無は問いません
◆受講料…千円
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
市陸上競技会事務局（☎ 0801827-3743）

期間：３月15日
（水）
～３月31日(金)
時 間

問い合わせ先

健診センター

12：20 ～ 15：30

保健福祉課（内線53）

中学校体育館

９：30 ～ 11：00

田野畑中学校
（☎34-2301）

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

場

所

教育委員会（内線11）
アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00

小学校体育館

10：00 ～ 11：30

田野畑小学校
（☎34-2050）

アズビィ体育館

18：00 ～ 19：00

教育委員会（内線11）

アズビィ楽習センター 10：00 ～ 11：30

保健福祉課（内線52）

アズビィ体育館

教育委員会（内線11）

20：00 ～ 21：00

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

