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９月15日号
内陸部の粗大ごみを収集
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、希望する人は、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…10 月７日㈯
◆受付期間…９月20日㈬～22日㈮
午前８時30分～午後５時15分
◆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
◆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。なお、処理量を超えた場
合は、早めに締め切ります
◆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）

義肢などの巡回相談を実施
◆日時…10 月 27 日㈮
午前 11 時～午後２時
※受け付けは、11 時 30 分まで
◆場所…宮古市総合福祉センター
（宮古市小山田２-９-20）
◆申込期限…９月 29 日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102）

秋の全国交通安全運動を展開

差し押さえた財産を公売します

村は、税金滞納者から差し押さ
９月 21 日㈭から 30 日㈯まで、
えた財産を公売します。
秋の全国交通安全運動が展開され
公売物件や見積金額など詳しい
ます。交通安全を意識して、田野
内容は、下記の公売公告予定日に
畑村から交通事故をなくしましょ
村の掲示板でお知らせするほか、
う。また、飲酒運転は絶対にやめ
広報 10 月号に掲載します。
ましょう。
◆公売公告予定日…９月 19 日㈫
◆秋
 の全国交通安全運動の重点
◆公売予定日…10 月５日㈭
①子供と高齢者の安全な通行の
◆公売参加資格…誰でも参加でき
確保と高齢運転者の交通事故
ます
防止
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
②夕暮れ時と夜間の歩行中・自
34-2112 内線 32）
転車乗用中の交通事故防止
③後部座席を含めた全ての座席
のシートベルトとチャイルド
くらしの出張相談会を開催
シートの正しい着用の徹底
くらしネットみやこ相談室では
④飲酒運転の根絶
「出張相談会」を開催します。
◆問
 い合わせ先…総務課（☎ 34誰でも無料で相談できます。な
2111 内線 16）
るべく事前に予約して、当日会場
で相談してください。
ジオパークを見学しませんか
◆日時…９月 26 日㈫
田野畑村の海岸線は、ジオを
午前 10 時～正午
楽しめる見どころが多く、手軽に
◆場所…アズビィ楽習センター
白亜紀の地層を見ることができま
◆相談内容…仕事に就くことや生
す。１億万年の時空を体感できる
活することに不安があるなど
このイベントで、地域の成り立ち
の相談に応じます
や歴史を学びながら、 一緒に楽
◆問い合わせ先…くらしネットみ
しく歩きましょう。
やこ相談室（☎ 0193-65-7046）
◆日時…９月 30 日㈯
または田野畑村社会福祉協議会
午前９時30分～午後０時30分
（☎33-3025）
◆集合場所…三陸鉄道田野畑駅
◆行程…田野畑駅→ひらなめ海岸
馬頭琴コンサートを開催します
→明戸防潮堤→平井賀北岸壁→
◆日時…９月16日㈯ 午後７時～
田野畑駅
◆場所…ホテル羅賀荘
◆定員…20 人
◆演奏者…映画
「スーホと白い馬」
◆参加費…無料
主演のセーンジャーさん
◆申込期限…９月 29 日㈮
◆参加費…無料
◆申し込み・問い合わせ先…ＮＰ
Ｏ法人体験村・たのはたネット
◆問 い合わせ先…ホテル羅賀荘
（☎ 33-2611）
ワーク（☎ 37-1211）

特定健診を受診しましょう
健康診断は、生活習慣病 ( 高血
圧症・糖尿病・心臓病など ) をよ
り早い段階で発見し、予防改善す
るためのものです。
昨年度の本村の特定健診 ( 国
民健康保険の人 ) の受診率は、
37.7％です（国では、50％の受
診率を目標とし、受診率により補
助金が変わります）
。
治療中の人も対象となりますの
で、特定健診受診票が配布された
人は必ず受診しましょう。
なお、日程などの詳細は、９月
１日㈮に世帯配布したチラシを確
認してください。
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

合同労働相談会を開催します
◆日時…10 月１日㈰
午前 10 時～午後３時
◆場所…アイーナ（いわて県民情
報交流センター）
◆内容…弁護士などがパワハラ、
退職、解雇など、労働問題全般
の相談に応じます
◆予約・問い合わせ先…県労働委
員会事務局
（☎0120-610-797）

リアス倶楽部で職員を募集
◆採用期間…10 月 16 日㈪～平成
30 年 12 月 15 日㈯
◆勤務時間…午前８時 30 分～午
後５時 30 分
◆業務内容…一般事務
◆賃金…14 万 2,900 円～ 15 万円
（資格、経験などにより決定します）
◆手当…通勤手当
◆加入保険…健康保険、
厚生年金、
労働保険
◆その他…短時間勤務や勤務日数
の相談に応じます
◆申し込み・問い合わせ先…特別
養護老人ホームリアス倶楽部
（☎ 34-2201）

三陸鉄道㈱では、県内在住者が
４人以上で、観光列車を利用する
場合の運賃を半額とします。
◆割引期間と対象列車
・お座敷列車北三陸号
10 月９日㈪まで
・ランチ＆スイーツ列車
９月 24 日㈰まで
◆対象者…県内在住者（４名以上
利用の場合適用）
◆利用方法…乗車時、現住所が確
認できる書類（免許証、保険証
など）の提示が必要です
◆予約・問い合わせ先…三陸鉄道
㈱（☎ 0193-62-8900）

特別支援ボランティア養成講座

認知症カフェを開催します

◆日時（初回）…10 月 17 日㈫
午前 10 時～正午
※ 10 月から 11 月の期間に、８
回開催予定。６回以上の参加
で「認定証」を授与します
◆場所…宮古恵風支援学校
◆内容…学校支援の在り方や学校
ボランティア活動の基礎を学ぶ
◆申込期限…10 月２日㈪
◆予約・問い合わせ先…宮古恵風
支援学校（☎ 0193-63-0400）

◆日時…９月29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
など
◆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）

役立ちカレンダー
月 日
行
事
９月16日㈯ ドローン操縦・ウクレレ演奏体験会
アズビィ健康スポーツ教室

19日㈫「ソフトテニス教室」（26 日も開催）
アズビィ健康スポーツ教室

三鉄で出掛けてみませんか

20日㈬「バドミントン教室」（27 日も開催）

期間：９月16日
（土）
～10月２日(月)
問い合わせ先
場
所
時 間
明戸キャンプ場・机浜番屋群 15:00 ～ 17:00 政策推進課（内線63）
アズビィ体育館

18:00 ～ 19:00
19:30 ～ 21:00

教育委員会（内線11）

農村環境改善センター ９：30 ～ 11：00
13：30 ～ 14：30
浜岩泉地区農業会館
特定健診・各種がん検診
保健福祉課（内線52）
島越地区コミュニティセンター ９:30 ～ 11:00
北山総合センター
13：30 ～ 14：30
22日㈮
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
19：00 ～ 21：00
教育委員会（内線11）
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 ～ 21：00
田野畑村総合防災訓練
田野畑中学校ほか
８:00 ～ 11:30 総務課（内線16）
24日㈰
10：00 ～ 11：30
アズビィホール
13：30 ～ 15：00
特定健診・各種がん検診
保健福祉課（内線52）
９：30 ～ 11：00
羅賀地区コミュニティセンター
13：30 ～ 14：30
25日㈪
アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー教室」アズビィ体育館
20：00 ～ 21：00 教育委員会（内線11）
たのはた村産業まつり
９:30 ～ 14:50 産業振興課（内線71）
10月１日㈰
アズビィ施設周辺
たのはたのココロ盆踊り大会
15:00 ～ 17:15 政策推進課（内線66）
国民健康保険税４期 納期限
税務会計課（内線31）
２日㈪
介護保険料４期 後期高齢者医療保険料３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
21日㈭

