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11月15日号
女性の発想を地域活性化に

家屋解体の届け出を忘れずに

起業希望者相談会を開催します

村女性団体協議会では、女性の
活躍推進を目的とした講演会を開
催します。女性の発想をどのよう
に活用すると地域の活性化に繋が
るのかを学ぶ機会です。
◆日時…11月26日㈰
午後１時30分～３時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆講師…岩手県男女共同参画セン
ター 長澤真弓さん
◆定員…50人
◆参加費…無料
◆その他…事前申込は不要です
◆問い合わせ先…教育委員会（☎
34-2226 内線 11）

平成29年１月２日から30年１月
１日の間に家屋を解体した人は、
固定資産課税台帳から抹消するた
めに届け出が必要です。
届け出がなかった場合は、引き
続き固定資産税が賦課されること
になりますので、忘れずに届け出
てください。
◆届出期限…平成30年１月31日㈬
◆その他……届出用紙は、各地区
の行政区長さん宅にあります
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112 内線 34）

村と村商工会では、新規起業を
目指している人を対象に個別相談
会を開催します。
起業を検討しているが進め方が
わからない、起業にあたり困って
いるなどの相談に村商工会の経営
指導員と村担当者が応じます。
◆日時…12月８日㈮、10日㈰
午前９時～午後４時
◆場所…村商工会
◆申込期限…12月７日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…政策
推進課
（☎ 34-2111 内線 64）
、
村商工会
（☎ 34-2304）

事業復興型雇用確保助成金
岩手県では、平成29年度事業復
興型雇用確保助成金の新規申請を
受け付けています。
この助成金は、事業所が、求職
者を雇用した場合、求職者１人当
たり３年間で最大120万円を助成
する雇入費助成のほか、人材確保
のため社宅の借り上げや住宅手当
の新設・拡充などを行った場合、
１事業所当たり３年間で最大720
万円を助成する住宅支援費助成が
あります。
申請方法など詳しくは、県の
ホームページを確認するか問い合
わせてください。
◆対象…沿岸12市町村に所在し、
復興のために国や自治体の補
助金などを活用した事業所など
◆申請期限…平成30年２月９日㈮
◆問 い合わせ先…岩手県事業復
興型雇用創出助成金事務セン
ター（☎ 019-601-5263）

お遊戯会とコンサート開催
たのはた児童館のお遊戯会と紫
波 町 の「 吹 奏 楽 社 会 人 バ ン ド
Shiwa ウインド・アンサンブル」
のコンサートを開催します。
◆日時…11月25日㈯ 午前９時～
◆場所…アズビィホール
◆参加費…無料
◆その他…コンサートは、お遊戯
会終了後11時30分ごろ開始予定
◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎ 33-3025）

11月は労働保険適用強化週間
労働者（パート・アルバイトな
どを含む）を１人でも雇っている
事業主は、労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入する義務があり
ます。
加入手続きなど詳しくは、問い
合わせてください。
◆問い合わせ先…岩手労働局総務
部労働保険徴収室（☎019-6043003）

歳末たすけあい演芸会を開催
村社会福祉協議会では、田野畑
村歳末たすけあい演芸会を開催し
ます。ボランティア出演者による
歌や踊りなどを予定しています。
◆日時…12月３日㈰
午前10時～午後２時
◆場所…アズビィホール
◆入場料…大人500円、小学生以下
200円
◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎ 33-3025）

特設人権相談所を開設します
◆日時…12月４日㈪
午前10時～午後３時
◆場所…役場第一会議室
◆内容…家族間や近隣関係、
学校、
職場内などでの困りごとの相談
に、人権擁護委員が応じます
◆その他…相談無料。秘密厳守
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線 23）

認知症カフェを開催します

宮古高等技術専門校の入校生を募集

ピラティス教室を開催します

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…11月22日㈬
午後１時30分～３時
◆場所…旧保健センター会議室
◆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）

宮古高等技術専門校では、平成
30年度入校生の一般選考を行いま
す。
◆募集対象科…金型技術科、自動
車システム科
◆応募資格…高等学校を卒業した
人（平成30年３月卒業見込みの
人を含む）または、これと同等
以上の学力を有すると認められ
る人
◆出願期限…11月24日㈮
◆選考試験日…12月８日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
高等技術専門校（☎ 0193-625606、 CD0006@pref.iwate.jp）

過労死等防止対策推進シンポジウム

権利擁護セミナーを開催します

11月は「過労死等防止啓発月間」
です。
厚生労働省では、健康で充実し
て働き続けることのできる社会の
実現に向けて「過労死等防止対策
推進シンポジウム」
を開催します。
◆日時…11月28日㈫
午後１時30分～４時
◆場所…エスポワールいわて
◆内容…講演、取り組み事例の紹
介、遺族からの声など
◆申し込み・問い合わせ先…㈱プ
ロセスユニーク（☎ 03-62646433）

宮古圏域障がい者福祉推進ネッ
トでは、権利擁護セミナー「劇で
知る身近な法律～障がいも高齢も
心配ないさ！～」を開催します。
◆日時…12月５日㈫
午後１時30分～３時
◆場所…宮古市文化会館
◆内容…寸劇での問題事例紹介と
弁護士による解説
◆参加費…無料
◆申込期限…12月１日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…ＮＰ
Ｏ法人宮古圏域障がい者福祉推
進ネット（☎ 0193-64-7878）

村スポーツクラブでは、美しい
体づくりを行う「美姿勢ピラティ
ス」を開催します。
ピラティスは、体のゆがみを整
え、肩こりや腰痛の改善、ウエス
トの引き締めなど体の内側から効
果がみられる人気のエクササイズ
法です。
◆日時（初回）…12月７日㈭
午後６時30分～７時30分
◆場所…アズビィホール
◆参加費…500円
◆講師…Basiピラティスマットイ
ンストラクター 藤島真理さん
◆持ち物…飲料、タオル、運動で
きる服装
◆申し込み方法…開催日の前日ま
でに電話で申し込んでください
◆申し込み・問い合わせ先…村ス
ポーツクラブ（☎ 34-2226）

役立ちカレンダー
月 日

行
事
口腔粘膜がん検診
11月16日㈭
趣味・教養講座「室内シューズ手芸講座」
アズビィ健康スポーツ教室

17日㈮「フットサル教室」（24日も開催）
趣味・教養講座
「冬のほしぞら観察会」（21 日も開催）
20日㈪
アズビィ健康スポーツ教室

お正月飾りを作ってみませんか
◆日時…12月９日㈯
午前９時30分～11時30分
◆場所…陸中海岸青少年の家
◆内容…壁飾りまたはリース作り
◆参加費…500円
◆申込期限…11月26日㈰
◆申し込み・問い合わせ先…岩手
県立陸中海岸青少年の家（☎
0193-84-3311）
期間：11月16日
（木）
～11月30日(木)

場
所
時 間
問い合わせ先
歯科診療所
９：00 ～ 10：00 保健福祉課（内線53）
アズビィ楽習センター 12：30 ～ 16：00
アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00

アズビィ楽習センター 19：00 ～ 20：00
アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00

21日㈫「ソフトテニス教室」（28日も開催）

アズビィ体育館

18：00 ～ 19：00

「バドミントン教室」（29日も開催）
22日㈬ 乳児相談（６～８カ月）

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

「卓球・ソフトバレー教室」（27日も開催）
アズビィ健康スポーツ教室
アズビィ健康スポーツ教室

保健センター

教育委員会（内線11）

９：00 ～ 12：00 保健福祉課（内線53）
村地域包括支援セン
認知症カフェ「レインボーカフェ」
旧保健センター会議室 13：30 ～ 15：00
ター（☎32-3013）
26日㈰ 女性団体協議会講演会「地域を支える女性のチカラ」アズビィ楽習センター 13：30 ～ 15：00 教育委員会（内線11）
国民健康保険税６期 納期限
税務会計課（内線31）
30日㈭
介護保険料６期 後期高齢者医療保険料５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

