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２月 15 日号
● 村からのお知らせ ●

地デジ難視聴対策は早めに
地理的な条件などにより個別受
信アンテナで地上デジタル放送を
受信できない人（地デジ放送を視
聴できない世帯）には、次のよう
な国の支援があります。
７月24日の地デジへの完全移行
日が迫っています。手続きが遅れ
ると工事が間に合わず、テレビの
視聴ができなくなる場合がありま
すので、希望する人は早めに相談
してください。
◆暫定的な衛星放送利用…
 暫定的に衛星放送を利用して
地デジ放送を視聴。BSチュー
ナーの貸し出しや BSアンテナ
の設置工事を無償で行います
◆申請期限…３月31日㈭
（☎
◆問い合わせ先…政策推進課
34-2111 内線63）

たのはた児童館の入園児募集

灯油タンクなど損傷に注意

４月に開館する「たのはた児童
館」の入園児を募集しています。
◆対象児童…平成23年４月１日現
在、満３歳から５歳の未就学児
◆定員…65人
◆開館日…月曜日～土曜日（ただ
し、祝日、年末年始を除く）
◆保育時間…午前８時～午後５時
◆申し込み・問い合わせ先…生活
（☎34-2114 内線20）
、最
福祉課
寄りの児童館・保育所

灯油などの家庭用タンクや配管
が、落雪などで損傷する場合があ
ります。万が一、灯油などが流出
すると、火災の危険性があるだけ
でなく、周辺環境にも影響が出ま
す。まだまだ大雪が心配される季
節。次のことに注意しましょう。
◆注意点…
●落雪の衝撃や積雪の重みによる
配管損傷、転倒に気を付ける
●小分け作業などのときは、その
場を離れない
●タンク残量の減り方が激しいと
きは、漏れや流出がないか確認
●流出した場合は、消防署に通報
◆問い合わせ先…消防田野畑分署
（☎34-2100）

村営住宅の入居者を募集
◆募集住宅…大芦団地Ｃ号 １戸
（木造２階建て、１棟４世帯）
◆住所…大芦21
◆規模…56.0㎡（和室、洋室、居間、
台所、浴室）
◆使用料…月額４万５千円
◆敷金…月額使用料の３カ月分
※入居許可日から10日以内に納付

村民税非課税世帯にもチューナー
総務省では、経済的な理由で地
上デジタル放送をまだ視聴できて
いない「ＮＨＫ放送受信料全額免
除世帯」の支援を行っています。
今回、その対象には「村民税非課
税世帯」も含んでいます。
現在、地デジ放送に対応できて
いない世帯のうち、世帯全員が村
民税非課税の世帯に対して、簡易
な地デジチューナー１台を無償で
配布します。
（すでに地デジ対応
機器を持っている世帯は対象外に
なります）
◆受付期限…７月24日㈰
（☎
◆問い合わせ先…政策推進課
34-2111 内線63）

うがい、手洗い、マ
スクの着用で、イン
フルエンザの感染を
予防しましょう！

◆入居可能日…２月下旬
◆申込期限…２月22日㈫
◆入居資格…現在住宅に困ってい
て、村内に住所または勤務先を
有する人
◆その他…申し込み多数の場合は、
住宅困窮度によって選考
平成23・24年度の村営建設工事
◆申し込み・問い合わせ先…地域
に関する指名競争入札および建設
（☎34-2113 内線53）
整備課
関連業務指名競争入札に参加する
ためには、申請が必要です。詳し
くは村ホームページを確認する
アズビィ楽習センター図書室は
か、地域整備課に問い合わせてく
２月15日㈫から27日㈰ ま で
「親子
ださい。
読書推進期間」とし、本の貸し出
◆受付期限…２月28日㈪
しを10冊までに増冊します。
◆申請・問い合わせ先…地域整備
◆問い合わせ先…社会教育課（☎
課（〒028-8407 田野畑村田野畑
143-1 ☎34-2113 内線53）
34-2226）

村営工事の入札には申請を

本の貸し出し10冊までに

● その他のお知らせ ●

認知症サポーターを養成
認知症を正しく理解し、認知症
の人や家族を支援するサポーター
を養成する講座を開催します。
◆日時…２月25日㈮
午後１時30分～3時
◆場所…村保健センター
◆対象…村内に住所を有する人
◆参加料…無料
◆申込期限…２月21日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所（☎ 0193-64-2218）

マレット営業４月１日から
村マレットゴルフ場の今年の営
業は４月１日に始めます。現在は
積雪や芝生の管理のために休場中
です。６月４日～５日には「文部
科学大臣賞 第７回 日本マレット
ゴルフ選手権大会」が開催されま
す。春の訪れとともに、マレット
ゴルフを始めてみませんか。
◆問い合わせ先…村マレットゴル
フ場（☎33-2816）

就農相談会を開催します

正しい操作で安全除雪を

宮古地方への就農を考えている
人を対象に、個別相談会を開催し
ます。就農までの準備、研修、助
成制度など、さまざまな相談がで
きます。退職後に農業を始めよう
と考えている人、支援制度の情報
が知りたい人など、気軽にご来場
ください。
◆日時…３月５日㈯
午前10時～午後３時
◆場所…シートピアなあど２階
（宮古市臨港通1-20）
◆内容…就農に必要なこと、就農
までの研修制度紹介など
◆参加料…無料
◆申込期限…２月28日㈪ 電話・FAX
◆申 し込み・問い合わせ先…宮
古農業改良普及センター（☎
0193-64-2220、FAX64-5631）

除雪機の雪詰まり除去や
点検をするときは、必ずエン
ジンを止めましょう。雪詰ま
りを除去するときは、必ず雪
かき棒を使いましょう。

行

◆種目…予備自衛官補（一般・技
能）
◆受験資格…
①一般：18歳以上34歳未満
②技能：18歳以上53歳未満（一
部55歳未満）
◆受付期限…４月６日㈬
◆試験日…４月中旬
◆問い合わせ先…自衛隊宮古地域
（☎0193-63-3881）
事務所

事

２月15日 ㈫ 納税申告相談（３月15日まで）

村地域子育て支援センターで
は、
「あそびが必要！」をテーマ
に子育て講演会を開催します。遊
びは子どもにとって無くてはなら
ないもの。年齢や個性に合ったお
もちゃの選び方や遊び方をとおし
て、子どもにとって大切なことは
何かを学べる機会です。入場は無
料。来場をお待ちしています。
◆日時…２月22日㈫
午後１時45分～４時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆講師…ACTPACO（アクトパコ）
おもちゃとリハビリ研究所
代表 松田均さん
◆問い合わせ先…村地域子育て支
（☎37-3577）
援センター

岩手県に就職しませんか

予備自衛官補を募集中

役立ちカレンダー
月 日

子育て講演会を開催します

㈶ふるさといわて定住財団で
は、Ｕ・Ｉターンを希望する社会
人や県内就職を目指す学生を対象
に、就職説明会を開催します。
◆日時…２月20日㈰
午後１時～４時
◆場所…中野サンプラザ７階（東
京都中野区中野4-1-1）
◆参加企業…県内に事業所を有す
る企業
◆内容…参加企業との個別面談、
職業相談、地域生活情報など
◆問い合わせ先…㈶ふるさといわ
て定住財団（☎ 019-653-8976）
期間：２月15日㈫～２月28日㈪

場

所

時 間

詳しい日程は広報２月号７ページ

問い合わせ先
税務課
（内線32）

16日 ㈬ 幼児健診

健診センター

113：00 ～ 15：30 健康推進課

20日 ㈰ 第４回田野畑村社会福祉大会

アズビィ楽習センター 113：00 ～ 15：00 社会福祉協議会
（☎33-3025）

22日 ㈫ 甲地地区はつらつ交流会

甲地公民館

111：00 ～ 14：30 健康推進課

巡回児童相談

保健センター

110：00 ～ 15：00 健康推進課

認知症サポーター養成講座

保健センター

113：30 ～ 15：00 健康推進課

定期健康相談

保健センター

110：00 ～ 11：30 健康推進課

25日 ㈮

28日 ㈪ 固定資産税４期納期限
後期高齢者医療保険料８期納期限

税務課
（内線31）
生活福祉課
（内線24）

役場☎34-2111 ／ 総務学校教育課・社会教育課☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 健康推進課☎33-3102

