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　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ています。
　第２回の開催日時などは次のと
おりです。
◆日時…７月 21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
◆�内容…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…７月 19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！

　村は、出稼ぎ者を対象とした健
康診断を実施します。
　お盆で帰省する人は、受診して
ください。
◆日時…８月 18日㈮
◆場所…国保田野畑村診療所
◆�受付時間…午前８時30分から
11時30分まで
◆�対象者…出稼ぎ手帳を持ってい
る人
◆���受診料…自己負担。ただし、8,920
　円までは助成します
◆�申込期限…８月 10日㈭
　　　　　　午後５時15分まで
◆�その他…当日の申し込みは受け
付けません
◆�申し込み・問い合わせ先…生活
環境課 (☎ 0194-34-2114　内
線 25)

出稼ぎ者の健康診断を実施
　平成 29年１月から 12月までに村内で撮影した、自然や暮らしの風
景など「田野畑の魅力」あふれる写真をお寄せください。
◆�募集期間…７月 22日㈯～平成 30年１月５日㈮
◆募集部門
　①【自然・景観部門】…海や山などの自然風景
　②【ひと・文化・催事部門】…暮らし、伝統芸能、三陸鉄道など
　 ※①、②それぞれにカメラの部、スマートフォンの部があります
◆応募点数…１人３点まで
◆表彰
　○最優秀賞（１点）賞金５万円、　賞状など　
　○部門優秀賞
　　【カメラの部】（各部門１点）賞金３万円、賞状など
　　【スマートフォンの部】（各部門１点）賞金１万円、賞状など
　○たのはた三鉄賞
　　【カメラの部】（１点）賞金３万円、賞状など
　　【スマートフォンの部】（１点）賞金１万円、賞状など
　　※入賞作品は村のＰＲのため使用します
◆�応募資格・応募方法など…応募には、いくつかの要件があります。詳
しくは、役場・村内の協賛宿泊施設・飲食店などにあるチラシまたは
村ホームページを確認してください
◆�問い合わせ先…政策推進課　（☎ 0194-34-2111　内線 67）

田野畑村フォトコンテストを開催します

　体験村・たのはたネットワーク
では、自然公園保護管理員を次の
とおり募集します。
◆�勤務内容…村内自然公園監視区
域内の巡回パトロール
◆�応募要件…普通自動車免許を有
し、自家用車を所有している人

◆募集人数…１人
◆�就業日…月８日（土日勤務）
◆�給与など…当法人規定による
◆応募方法…履歴書 (写真付き )

　を提出してください
◆�応募・問い合わせ先…体験村・
　たのはたネットワーク(〒028-

　8402　田野畑村机 142-３　☎
　37-1211)

自然公園保護管理員を募集

◆�受験資格…４月１日における年
齢が 17歳以上 29歳未満の人
　※警察官Ａの受験資格を有する
　　人（４月１日現在の年齢が 33

　　歳未満の人で、大学を卒業ま
　　たは卒業見込みの人）は除き
　　ます
◆採用予定数…男 34人、女６人
　(武道採用若干名 )

◆申込期間…７月 18日㈫～８月
　25日㈮
◆１次試験日…９月 17日㈰
◆�試験会場…宮古市など県内４カ
所で実施
◆�問い合わせ先…岩泉警察署（☎
31-0110）

警察官採用試験を実施します

　九州北部豪雨の被災地への
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
　ビィ楽習センター
◆設置期間…８月10日㈭まで
◆�問い合わせ先…生活環境課
(☎34-2114　内線20)



役立ちカレンダー　 期間：７月18日（火）～７月31日(月)　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

７月18日㈫ アズビィ健康スポーツ教室
「ソフトテニス教室」(25日も開催） アズビィ体育館 18：00～19：00 教育委員会（内線11）

19日㈬
乳児健診 健診センター 12:20�～�15:30 保健福祉課（内線53）
アズビィ健康スポーツ教室
「バドミントン教室」(26日も開催 ) アズビィ体育館 19：30～21：00

教育委員会（内線11）
20日㈭ 趣味・教養講座

「夏のほしぞら観察会」（21日、24日も開催）　 アズビィ楽習センター 18：30～20：30

21日㈮
若者交流イベント②
「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）

アズビィ健康スポーツ教室
「フットサル教室」(28日も開催）

アズビィ体育館

19：00～21：00

教育委員会（内線11）22日㈯ たのはたっ子運動クラブ「転がる教室」 10:00�～�11:00

24日㈪ アズビィ健康スポーツ教室
「卓球・ソフトバレー教室」(31日も開催 ) 20：00～21：00

26日㈬ 乳児相談 保健センター ９：00～��正午 保健福祉課（内線53）

31日㈪
固定資産税２期　納期限 税務会計課（内線34）
国民健康保険税２期　納期限 税務会計課（内線31）
介護保険料２期　後期高齢者医療保険料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

　㈱陸中たのはたでは、羅賀みな
と祭りにあわせて「納涼 HANABI

クルーズ号」を運航します。
◆運航…７月 29日㈯
◆出航時間…午後７時 15分
◆集合時間…午後７時
◆�料金…大人1,000円、小人500円
　※前売券も販売しています
◆�問い合わせ先…北山崎断崖ク
ルーズ観光船（☎ 33-2113）

納涼ＨＡＮＡＢＩクルーズ運航

盆野球の参加チーム募集
　村野球協会では、毎年恒例の盆
野球を開催します。今年は、記念
すべき50回大会となっています。
　参加を希望するチームは、事務
局まで申し込んでください。
◆開催日…８月 15日㈫
◆場所…村営野球場
◆�申込期限…８月４日㈮
◆参加費…１チーム当たり１万円
◆抽選日…８月７日㈪　午後７時
◆抽選場所…役場村民談話室
◆�申し込み・問い合わせ先…村野
　球協会事務局（☎090-6456-4423）

　たのはたダイビングサービスで
は「体験ダイビング」と「シュノー
ケリング教室」を開催します。
◆開催日・場所…月曜日～土曜日・
　弁天浜、日曜日・机浜
　※事前の予約が必要です
◆持ち物…水着、タオル
◆�割引…村民は500円割引きます
◆�申し込み・問い合わせ先…たの
はたダイビングサービス (☎
33-2881)

【体験スキューバダイビング】
　◆参加費…１人当たり5,400円
　◆対象者…10歳以上
　◆体験時間…約１時間 30分
【シュノーケリング教室】
　◆参加費…１人当たり3,240円
　◆対象者…制限はありません
　◆体験時間…約１時間

ダイビング・シュノーケリング体験
◆�募集職種・採用予定人数…初級
消防・７人程度
◆�受験資格…平成４年４月２日以
降に生まれた人で、大学、短大、
高校を卒業または卒業見込み
の人。
◆�試験日時…９月 17日㈰（午前
９時 30分受け付け、10時試験
開始予定）
◆�受験申込書…消防本部、各消防
署および各分署
◆�受付期間…７月 18日㈫～８月
10日㈭、午前８時 30分～午後
５時 15分（土日を除く。持参、
郵送ともに必着）
◆�申し込み・問い合わせ先…宮
古地区広域行政組合消防本部
総務課職員係（〒027-0072宮
古市五月町２番１号、☎ 0193-

71-1193）

消防職員採用試験を実施
　村は、国保田野畑村診療所の近
江三喜男先生が村内の海岸などで
撮影した石の写真展を開催します。
◆日時…７月 22日㈯～ 31日㈪
　午前９時～午後５時（22日㈯
　は午前10時開始。31日㈪は午
　後３時終了）
◆�場所…三陸鉄道北リアス線島越
駅、白池海岸
◆入場料…無料
◆��その他…22日㈯は、10時から島
　越駅で開会式を行います。11

　時に、サッパ船の特別便を島越
　漁港から運航します
◆�問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111　内線 66）

近江三喜男先生の写真展開催

　体験村・たのはたネットワーク
では、机浜番屋群で実施するイベ
ント時にこいのぼりを泳がせてい
ます。皆さんの家庭で不要なこい
のぼりをお譲りください。
※�返却はできませんのでご了承く
ださい
◆�問い合わせ先…体験村・たのは
たネットワーク (☎ 37-1211)

こいのぼりをお譲りください


