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　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、下記の期間に電話で
申し込んでください。なお、申し込
みのあった物以外は収集しません。
◆収集日…７月１日㈯
◆�受付期間…６月20日㈫～23日㈮
　午前８時30分～午後５時15分
◆��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
◆�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）

沿岸部の粗大ごみを収集

　村は、若者から幅広い意見を聴
き、村の未来に生かすきっかけづ
くりとするため、全５回の若者交
流イベントを開催します。
◆日時（初回）…６月 30日㈮
　午後６時 30分～８時 30分
◆場所…アズビィホール
◆�参加資格…18歳～ 39歳までの
村民または村内企業で働く人
◆参加費…無料
◆定員…50人
◆�内容…ＳＮＳでつながろう。村
についてのフリートーク。政策
提案部会、情報発信部会に分か
れてのグループワークなど
◆�申込期限…６月 28日㈬
◆�申し込み・問い合わせ先…政策
推進課（☎ 34-2111　内線 63）

村の未来を語り合おう！

　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。
　どちらの生き物も発生期間は１

週間から 10日ほどととても短く、
貴重な姿を見られるのはこの時期
だけです。
◆日時…７月８日㈯
　　　　午後６時～８時 30分
◆集合場所…産直プラザ尾肝要　
　※自家用車での移動となります
◆定員…20人　※小学生以下は
　保護者が同伴してください
◆参加費…無料
◆�申し込み方法…７月７日㈮まで
に電話で申し込んでください
◆�申し込み・問い合わせ先…ＮＰ

Ｏ法人体験村・たのはたネット
ワーク（☎ 37-1211）

夜の里山で観察会を開催

　村は、平成 29年度村民懇談会を旧６学区単位で開催します。
◆開催日・場所
　①田野畑北部自治振興会…７月３日㈪・机地区開発センター拓心館
　②羅賀・明戸行政区…７月４日㈫・羅賀地区コミュニティセンター
　③田野畑地区自治協議会・板橋行政区…７月６日㈭・アズビィ楽習センター
　④浜岩泉地区連絡協議会…７月７日㈮・浜岩泉地区農業会館
　⑤島越自治親交会…７月10日㈪・島越地区コミュニティセンター
　⑥沼袋地区自治振興会…７月11日㈫・農村環境改善センター
◆時間…各会場ともに午後６時 30分～８時
◆内容…行政情報についてのお知らせや懇談
◆問い合わせ先…政策推進課（☎ 34-2111　内線 63）

村民懇談会を旧６学区単位で開催します

　岩手県では、外国人観光客
の受け入れ環境の充実を図る
ため、施設などの整備にか
かる経費の一部を助成しま
す。詳しくは、ホームページ
（http://www.pref.iwate.jp/

kankou/34274/051295）を確認す
るか、問い合わせてください。
◆�対象事業者…観光事業者、交通
事業者、飲食店事業者など
◆助金額…対象経費の 1/2以内
◆�対象となる整備事業…Ｗｉ－Ｆ

ｉなどの無料公衆無線ＬＡＮ

の整備、外国語表示の整備（パ
ンフレットなど）、和式トイレ
や和室の洋式化など
◆応募期限…９月 29日㈮
　※受付期間中でも、交付決定額
　　が予算額に達した場合は、受
　　け付けを終了します
◆�整備事業の実施…整備事業は、
岩手県の補助金の交付決定後
に実施してください
◆�問い合わせ先…岩手県商工労
働観光部観光課（☎ 019-629-

5573）

Wi-Fiなどの整備経費を助成



役立ちカレンダー　 期間：６月16日（金）～６月30日(金)　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

６月16日㈮ アズビィ健康スポーツ教室
「フットサル教室」(23日、30日も開催） アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会（内線11）

18日㈰ たのはた牛乳・乳製品フェア ミルクプラント敷地内 10：00～14：30 村産業開発公社
（☎34-2080）

19日㈪ アズビィ健康スポーツ教室
「卓球・ソフトバレー教室」(26日も開催 )

アズビィ体育館

20：00～21：00

教育委員会（内線11）20日㈫ 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） 18：00～19：00

21日㈬
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 ) 19：30～21：00

幼児健診 健診センター 12：20～15：30 保健福祉課（内線53）

22日㈭

わんぱくランド英語体験Ｅ－ＰＯＰ
えいごをつかって楽しく遊ぼう！（29日も開催）アズビィ楽習センター

16：00～17：00
教育委員会（内線11）趣味・教養講座

「アズビィ English　Café」（30 日も開催）　 18：30～20：00

23日㈮ アズビィ健康スポーツ教室
「ピラティス教室」 アズビィ楽習センター 18：30～20：00 教育委員会（内線11）

28日㈬ 乳児相談 保健センター ９:00�～�正午 保健福祉課（内線53）

30日㈮

若者交流イベント①
「若者目線の村づくり」プロジェクト アズビィホール 18：30～20：30 政策推進課（内線63）

村県民税１期　納期限 税務会計課（内線32）
国民健康保険税１期　納期限 税務会計課（内線31）
介護保険料１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

　認知症カフェは、認知症の正し
い知識を学んだり、お茶を飲みな
がら自由におしゃべりをして楽し
く過ごせる場所です。
◆日時…６月 23日㈮
　　　　午後１時 30分～３時
◆�場所…グループホームつくえ
◆�内容…認知症に関するミニ講話
◆対象者…認知症に関心のある人
◆参加費…100円
◆�その他…認知症や介護の相談に
専門員が応じます
◆�問い合わせ先…村地域包括支援
センター（☎ 32-3013）

認知症カフェを開催します

手びねり陶芸教室を開催
　教育委員会は、生涯学習として
「手びねり陶芸教室」を開催しま
す。教室では、成形と成形直後に
できる絵付けの技法（化粧泥）を体
験します。
　世界にひとつだけのオリジナル
湯飲みを作ってみませんか。
◆日時…７月 13日㈭
　　　　午前９時 30分～正午
◆場所…アズビィ楽習センター
◆�講師…横濱陶藝俱樂部有志の皆
さん
◆対象…60歳以上の村民
◆定員…先着 15人
◆参加費…無料
◆�募集期間…６月19日㈪から７月
　３日㈪まで
◆申し込み・問い合わせ先…教育
　委員会（☎ 34-2226　内線 11）

　くらしネットみやこ相談室では
「出張相談会」を開催します。ど
なたでも無料で相談できますので、
なるべく事前に予約して、当日会
場にお越しください。
◆日時…６月 27日㈫
　　　　午前 10時～正午
◆場所…アズビィ楽習センター
◆�相談内容…仕事に就くこと、生
活することに不安があるなど
の相談に応じます
◆�問い合わせ先…くらしネットみ
やこ相談室（☎ 0193-65-7046）
または村社会福祉協議会（☎
33-3025）

くらしの出張相談会を開催

　宮古児童相談所による巡回相談
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４日㈫
　　　　午前 10時～午後３時
◆場所…保健センター
◆�相談内容…① 18歳未満の児童
の心や体に関する相談②子育
てに関する相談③療育手帳な
どの判定など
◆申込期限…６月 23日㈮
◆�申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102　内線 56）

巡回児童相談を開催します
　グループホームつくえでは、次
のとおり職員を募集します。
◆職種…介護職
◆給与など…時給800円～1,000円、
　月給13万５千円～、賞与２.５    

　カ月（本人の実績により決定）
◆休日…年間 110日（シフト勤務）
◆�手当…資格手当、通勤手当、時
間外勤務手当、休日出勤手当、
夜間勤務手当
◆�加入保険など…雇用、労災、健
康、厚生年金、退職金
◆�問い合わせ先…グループホーム
つくえ（☎ 33-3500）

グループホームつくえで職員募集

◆日時…６月 25日㈰
　　　　午前９時～正午
◆�場所…みやこ広域リサイクルセ
ンター
◆出店費用…無料
◆出店の申込期限…６月 23日㈮
◆�申し込み・問い合わせ先…みや
こ広域リサイクルセンター（☎
0193-64-7111）

フリーマーケットを開催します


