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12月15日号
年末年始の診療日程について

巡回児童相談を開催します

元旦にロレオールでお雑煮販売

村診療所では、年末年始の12
月29日㈮から平成30年１月３日
㈬まで休診とします。
年内の診察は、28日㈭の午前中
まで。平成30年は、１月４日㈭から
通常の時間帯で診療を行います。
◆問い合わせ先…国保田野畑村診
療所（☎ 33-3101）

宮古児童相談所による巡回相談
を行います。希望する人は、電話
で申し込んでください。
◆日時…１月16日㈫
午前10時～午後３時
◆場所…保健センター
◆相談内容…①18歳未満の児童の
心や体に関する相談②療育手帳
の判定③子育てに関する相談など
◆申込期限…12月25日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102 内線 56）

ロレオール田野畑では、元旦に
地元食材を使ったお雑煮を販売し
ます。
◆日時…平成30年１月１日㈪
午前７時～９時
※予定販売数40食。なくなり
次第終了となります
◆場所…ロレオール田野畑
◆料金…1,000 円
◆問い合わせ先…ロレオール
田野畑
（☎ 080-9014-9000）

償却資産の申告手続きを
償却資産
（確定申告時に減価償却
費として経費控除申告をする予定
の資産）
がある人は、村の台帳に
登録が必要ですので、申告手続き
行ってください。
また、発電出力10㌔㍗以上の
太陽光発電設備も償却資産の対象
となる場合がありますので、下表
を参考に申告してください。
区

分

10㌔㍗以上 10㌔㍗未満

個人（住宅用） 申告対象 申告対象外
個人（事業用）

申告対象

法人

申告対象

◆申告期限…平成30年１月31日㈬
◆その他…申告用紙は、税務会計
課で配布します
◆問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112 内線 34）

認知症カフェを開催します
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…12月18日㈪
午後１時30分～３時
◆場所…机地区開発センター 拓
心館
◆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）

教育委員会施設 年末年始の休館日について
アズビィ施設（楽習センター、図書室、ホール、体育館）は、
12月29日㈮～平成30年１月３日㈬まで休館とします。
また、民俗資料館は、12月28日㈭～平成30年１月４日㈭まで
休館とします。
◆問い合わせ先…教育委員会 (☎34-2226 内線22)

高校生のための料理講座を開催
村は、高校生を対象とした、料
理講座を開催します。
村食生活改善推進員と一緒に料
理を作って、食事のバランスを学
び、体力増進と肥満予防に役立て
てみませんか。
◆日時…平成30年１月７日㈰
午前10時～午後１時
◆場所…保健センター
◆申込期限…12月26日㈫
◆参加費…無料
◆持ち物…エプロン、三角巾
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎ 33-3102）

宮古高校に通信制課程を設置
岩手県教育委員会では、平成30
年度から県立宮古高等学校に、通
信制課程を新たに設置します。
同校は、県立高等学校の中で唯
一、全日制と定時制、通信制の３
課程を併置する学校となります。
◆問い合わせ先…岩手県教育委員
会事務局学校調整課（☎ 019629-6205）

農業を始めたい人の相談会

くらしの出張相談会を開催

岩手県農業公社では、新規就農
や農業法人への就職、農業体験を
希望している人を対象に、新規就
農相談会「新農業人フェア in い
わて」を開催します。
◆日時…平成30年１月13日㈯
午前10時30分～午後３時
◆場所…いわて県民情報交流セン
８階804会議室
ター
「アイーナ」
◆内容…県内で新たに農業を始め
るための情報提供や個別相談
◆入場料…無料
◆問い合わせ先…（公社）岩手県
農業公社就農支援部就農支援
課（☎ 019-623-9390）

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。
誰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…12月26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（ ☎ 0193-657046）
、村社会福祉協議会（☎
33-3025）

「いわて復興パワー」による電気料割引

希望郷いわてモニターを募集

岩手県企業局と東北電力㈱では
「いわて復興パワー」
による電気料
金割引の募集を開始します。
◆対象…震災復興・ふるさと振興
に関係する補助金の交付を受
け、東北電力から高圧（6,000
ボルト）で受電する企業など
◆内容…電力量料金の５㌫を割り
引き（最大２年間）
◆応募期限…平成31年１月31日㈭
◆その他…いわて復興パワーの概
要、募集要項、申請様式などは、
県のホームページを確認して
ください
◆応募・問い合わせ先…いわて復
興パワー事務局（☎ 019-6296389）

岩手県では、県の施策などにつ
いてのアンケートに回答する「希
望郷いわてモニター」を募集して
います。
応募の方法など詳しくは、
問い合わせてください。
◆応募資格…県内在住の20歳以上
の人（平成30年４月１日現在）
◆募集人数…200人
◆任期…平成30年４月１日～32年
３月31日
（２年間）
◆謝礼…年１回、
謝礼品を贈呈
（ア
ンケート回答者のみ）
◆応募期限…平成30年２月28日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…岩手
県広聴広報課「希望郷いわてモ
ニター」募集係（☎ 019-6295281）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

認知症カフェ

４月から試験的に行ってきた、
くるもん号の土日運行は、12月
末で終了します。
今後、利用実績の調査分析を行
い、
来年度以降の運行を検討します。
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線 61）

観光船「初日の出号」を運航
北山崎断崖クルーズ観光船で
は、１月１日から３日までの３日
間、初日の出号を運航します。
◆出航時間
１月１日㈪…①午前６時30分
②午前10時
２日㈫、３日㈬…午前10時
子ども730円
◆料金…大人1,460円、
◆問
 い合わせ先…北山崎断崖ク
ル ー ズ 観 光 船（ ☎ 33-2113）
、
ホテル羅賀荘（☎ 33-2611）

「年末商工金融110番」を設置
県では、中小企業者の金融円滑
化を図るため「年末商工金融 110
番」を設置します。
◆設置期間…12月28日㈭までの平
日午前９時～午後５時
◆内容…県内中小企業の資金繰り
などの経営相談に応じます
◆相談・問い合わせ先…岩手県経
営支援課（☎ 019-629-5542）
、
沿岸広域振興局宮古地域振興
センター（☎ 0193-64-2211）
期間：12月15日
（金）
～12月25日(月)

場

所

15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
18日㈪

くるもん号の試験運行終了

時 間

19：00 ～ 21：00 教育委員会（内線11）

机地区開発センター拓心館 13：30 ～ 15：00

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

19日㈫ アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」 アズビィ体育館

18：00 ～ 19：00

20日㈬

幼児健診

健診センター

アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」 アズビィ体育館

固定資産税３期

納期限

25日㈪ 国民健康保険税７期
介護保険料７期

村地域包括支援セン
ター（☎32-3013）
教育委員会（内線11）

12：20 ～ 15：30 保健福祉課（内線53）
19：30 ～ 21：00 教育委員会（内線11）
税務会計課（内線34）

納期限

後期高齢者医療保険料６期

問い合わせ先

税務会計課（内線31）
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

