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10月15日号
村で臨時職員を募集します

インフル予防接種お早めに

震災記録書掲載文の訂正

◆勤務場所・募集職種
○総務課…一般事務（事務補助
など）
○復興対策課…震災復興に関す
る事務（被災者支援、復興状
況の写真撮影・整理など）
◆募集人数…各１人
◆応募要件…パソコン（ワード、
エクセルなど）の基本操作がで
きる人（※障がい者手帳などの
所持者を優先する場合有り）
◆給与など…本村規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆任用予定期間…11月１日～平成
25年３月31日
◆勤務時間…月～金曜日の午前８
時30分～午後５時30分
◆応募期限…10月22日㈪午後５時
◆応募方法…履歴書
（写真付き）
を
提出してください。後日、面接
の日時などをお知らせします
◆応募・問い合わせ先…総務課
（☎34-2111 内線11）

11月１日からインフルエンザの
予防接種を始めます。昨年度に引
き続き、村内に住所のある人が村
診療所で接種を受ける場合の接種
料は無料。早めの接種を心掛け、
感染予防に努めましょう。
◆接種期間…11月１日㈭～平成25
年１月31日㈭

８月に、村内全世帯に配布した
震災記録書「記憶を未来へ」の掲
載文に一部誤りがありました。お
わびして訂正します。
◆訂正箇所…35ページ下段、写真
下の説明文「横転した消防車」
。
正しくは「横転した大型車」
◆問い合わせ先…復興対策課（☎
34-2111 内線68）

農振除外の申し出受付中
東日本大震災などにより新しく
住宅を建築しようとする人で、や
むを得ず農地に建築する場合、農
振除外と、農地転用許可が必要で
す。村は現在、10月31日を期限と
して受け付けています。予定があ
る人は、あらかじめ連絡をお願い
します。
◆受付期限
◎10月31日㈬
◎平成25年２月28日㈭
◆申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111 内線73）

※水曜日午後、土日祝日、年末年始は除く

◆場所…村診療所
◆対象…満１歳以上で接種日に村
内に住所がある人（13歳未満は
２回の接種が必要です）
◆受付時間
○高校生以下…月・木・金曜日
午後４時～４時30分
○一般…月～金曜日
午前９時～11時30分
午後２時30分～４時（水曜除く）
◆接種料…無料
◆必要な物…予診票、高校生以下
は母子健康手帳、予防接種手帳
（65歳以上の持っている人）
◆予診票…園児、児童、生徒には
各施設を通じて配布。入園前の
幼児と成人分は、診療所窓口に
設置。65歳以上の人は各世帯に
配布。不足するときは、診療所
窓口設置分を使用してくださ
い。受付窓口での混雑を避ける
ため、あらかじめ予診票に記入
して持参をお願いします
◆その他…村診療所以外での接種
を希望する人には、受診券を発
行します。その際の補助限度額
は １ 回目3,000円、 ２ 回目2,000
円。希望する人は、事前に保健
福祉課に連絡してください
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

高齢者の交通事故を防止
10月22日㈪から31日㈬までは高
齢者の交通事故防止推進期間です。
この時期は日没が早まり、夕暮れ
から夜間にかけて交通事故の発生
が心配されます。反射材の着用や
ライトの早め点灯を心掛け、交通
事故を防止しましょう。
◆重点…❶反射材用品の活用推進
❷ライトの早め点灯、原則ハイ
ビーム走行の推進❸人も車も
自転車も
「止まって確認」
の徹底
◆問い合わせ先…総務課（☎342111 内線15）

歳末演芸会の出演者募集
村社会福祉協議会では、第43回
村歳末たすけあい演芸会を開催し
ます。演芸会にボランティア出演
していただける人を募集します。
◆日時…12月２日㈰
午前10時～正午
◆場所…アズビィホール
◆内容…舞踊、演劇、演奏、民謡、
歌謡曲、郷土芸能、奇術など
◆申込期限…11月２日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…村社
会福祉協議会（☎33-3025）

４種混合ワクチンが始まります

村税の口座振替済通知を廃止

３種混合ワクチン（ジフテリア、
百日咳、破傷風）と不活化ポリオ
ワクチンに代わる新しいワクチン
「４種混合ワクチン」の接種を11
月１日から始めます。３種混合ワ
クチン、ポリオワクチン未接種の
場合、11月１日以降は４種混合ワ
クチンの接種を受けてください。
◆対象…生後３カ月以上７歳６カ
月未満
◆場所…村診療所
◆接種日…11月１日以降の毎週火
曜日 午後４時～４時30分
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

自衛隊で自衛官候補生を募集
◆種目・受験資格
①自衛官候補生（陸上・航空）
…18歳以上27歳未満の男子
◆受付期間…11月12日㈪～22日㈭
◆試験日…12月８日㈯か９日㈰
◆試験会場…陸上自衛隊岩手駐屯
地（滝沢村）
◆申し込み・問い合わせ先…自衛
隊宮古地域事務所（☎0193-633881）

これまで、村税を口座振替で納
付した人には、年度末に「口座振
替領収済通知書」を送付していま
した。平成24年４月以降の振替分
からは通知書の送付を廃止します。
納付済み額は、預貯金通帳で確認
をお願いします。
◆問い合わせ先…税務課（☎342112 内線32）

紅葉の三沢地区を歩こう
懐かしい里山の風景が広がる甲
地の三沢地区。秋色に染まった渓
流沿いのハイキングを楽しみ、地
元の手作りの味を味わいましょう。
◆日時…11月３日㈯ ※雨天決行
午前９時30～午後１時50分
◆集合場所…産直プラザ尾肝要
※バスで移動します
◆参加料…無料
◆定員…40人
◆申込期限…11月１日㈭
◆持ち物…動きやすい服装・靴、
帽子、水筒、弁当、雨具
◆申し込み・問い合わせ先…体験
村・たのはたネットワーク（☎
37-1211）

役立ちカレンダー
月 日

行

芸能フェスティバルを開催
２年に１度開催している「たの
はた芸能フェスティバル」を開催
します。お誘い合わせのうえ、ご
来場ください。
◆日時…11月11日㈰開場午前９時
午前10時～午後２時30分
◆場所…アズビィホール
◆出演団体…菅窪鹿踊、甲地鹿踊、
大宮神楽、弥五兵衛太鼓、若鶴
会、寿慧会、六原鬼剣舞（金ケ
崎町）
、
岩手県民謡協会（盛岡市）
◆入場料…無料
◆問い合わせ先…村芸術文化協会
事務局（☎33-3221）

住宅の補修や新築に融資
大震災で被害を受けた住宅を補
修、建設や購入する場合、融資を
受けることができます。
◆補修資金融資…10万円以上の被
害を受け、罹災証明を受けた人
が住宅を補修する場合
◆建設・購入資金融資…半壊以上
の被害を受け、罹災証明を受け
た人が新築や購入する場合
◆問い合わせ先…住宅金融支援機
構専用ダイヤル（☎0120-086-353）
り

さ い

期間：10月21日㈰～11月３日㈯

事

場

所

時 間

問い合わせ先

田野畑小学校学習発表会

田野畑小学校

8：20 ～ 12：15

田野畑小学校
（☎34-2050）

第41回駅伝競走大会

村内

9：30 ～ 13：00

教育委員会

10月21日 ㈰
22日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

23日 ㈫ 巡回児童相談

保健センター

10：00 ～ 15：00

保健福祉課

24日 ㈬ 幼児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

秋の一斉清掃

村内

6：30 ～

生活環境課
（内線21）

田野畑中学校文化祭

田野畑中学校

9：15 ～ 15：30

田野畑中学校
（☎34-2301）

28日 ㈰

31日 ㈬

村県民税３期・国保税５期納期限

税務課
（内線31・32）

後期高齢者医療保険料４期・介護保険料
５期納期限

生活環境課
（内線22・23）

教育の日の集い

アズビィホール

9：00 ～ 12：00

教育委員会

村民文化展
（～６日まで）

アズビィ楽習センター

9：00 ～ 18：00

教育委員会

11月３日 ㈯
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 医科診療所☎33-3101 ／ 歯科診療所☎ 33-3100 ／ 保健福祉課☎33-3102

