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11月15日号
粗大ごみを収集します
下記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11月22日㈭までに電話で申し
込んでください。申し込みのあっ
た物以外は収集しませんので注意
してください。
◆収集日…11月24日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明戸、
羅賀、島越、切牛、真木沢、浜
岩泉、大芦、仮設住宅団地
◆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世帯当たり５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。
処理量を超えた場合は、早めに
締め切る場合があります
◆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21）

冬タイヤ早期装着で
安全な冬道走行を！
車の冬支度、進めてい
ますか？ 村内では例年、
12月中旬には初雪が降っ
ています。最近５年間で
一番早く降ったのは11月
18日です。 冬 タ イ ヤ へ の
交換、チェーンの準備な
ど、 早 め の 対 策 で 安 心・
安全な冬道走行を心掛け
ましょう。

中小企業など事業再開を支援

栄養教室の受講者を募集

県と村は、東日本大震災で滅失
した事業所が村内で事業を再開す
る場合、次のような支援を行って
います。
◆対象…滅失した事業用資産のう
ち、事業再開に不可欠な建物、
付属設備、構築物、機械、装置
の取得経費
◆補助率…補助対象経費の２分の
１以内
◆限度額…2000万円
※業種による区分を廃止
◆要件
①取得費100万円以上。ただし、
機械や装置で一部対象になら
ないものがあります
②事業再開年度から３年後の年
度末までに、被災時の従業員
数を回復すること
◆対象期間…平成23年３月11日以
降に実施したもの。さかのぼっ
ての適用が可能です
◆申 し込み・問い合わせ先…政
、
策推進課（☎34-2111 内線63）
村商工会（☎34-2304）

村は、食生活改善推進員として
ボランティア活動できる人を募集
します。活動に必要な知識と技術
を、講義や調理実習で学ぶ養成講
座を開催しますので、申し込みを
お願いします。
◆期間…12月中旬～２月中旬
（２カ月間で20時間）
◆場所…村保健センター
◆定員…15人
◆受講料…１回当たり200円程度
の調理実習材料費が必要
◆申込期限…11月30日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）

白亜紀地層など学ぶ講座開催

シルバー人材で会員を募集

学術的にも貴重な村内の白亜紀
地層群などを分かりやすく学ぶ地
学基礎講座を開催します。興味の
ある人は誰でも参加できます。ぜ
ひ受講してください。
◆日時…11月28日㈬
午後１時～４時30分
◆場所…アズビィ楽習センター
◆受講料…無料
◆申込期限…11月27日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…政策
推進課（☎34-2111 内線63）

村シルバー人材センターでは、
清掃業務などに携わる会員を募集
しています。希望する人は電話で
申し込んでください。
◆募集人数…２人
◆応募要件…55歳以上で健康な人
◆配分金…シルバー基準単価表に
よる
◆申込期限…11月30日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…田野
畑村シルバー人材センター（☎
33-2816）

納税など期限を忘れずに
11月30日は国保税６期、後期
高齢者医療保険料５期、介護保
険料６期の納期限です。期限を
守り、忘れずに納めてください。
◆問 い 合 わ せ 先 … 税 務 課（ ☎
34-2112 内線32）、生活環境
課（☎34-2114 内線22・23）

ノロウイルスでの食中毒注意

羅賀荘でワイン楽しむ夕べ

毎年、秋から冬にかけて、ノロ
ウイルス感染による食中毒が多く
発生します。ほとんどが口からの
感染で、❶吐き気❷下痢❸腹痛❹
嘔吐❺38℃以上の発熱－などの症
状が現れます。次のことに注意し
て感染を防ぎましょう。
◆予防方法
①加熱が必要な食品は、中心部
までしっかりと加熱
②トイレ後、調理前、食事前に
はきれいに手を洗い、清潔な
タオルでよく拭く
③嘔吐物やふん便は適正に処理
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

歳末たすけあい演芸会を開催

大震災での被害を乗り越え、11
月21日にリニューアルオープンす
るホテル羅賀荘。その再開を記念
し「山ぶどうワイン発表会＆自園
自醸ワイン紫波を楽しむ夕べ」を
開催します。ワイン飲み放題の他、
さまざまな試飲・試食など盛りだ
くさんの内容です。昼食は控えめ
にし、おなかいっぱい楽しい夜を
お過ごしください。
◆日時…12月７日㈮
午後６時30分～８時30分
◆場所…ホテル羅賀荘５階大広間
◆入 場料…4,000円（前売券をお
買い求めください）
◆内容…❶山ぶどうワイン新酒と
自園自醸ワイン紫波の飲み放題
❷ホテル羅賀荘の新バイキング
村税の口座振替済通知を廃止
メニュー❸牛乳プリン・山ぶど
これまで、村税を口座振替で納
うゼリーの試食❹県産食材を使
付した人には、年度末に「口座振
用したジェラート６種類の試食
替領収済通知書」を送付していま
❺ヨーグルト酒試作品の試飲❻
した。平成24年４月以降の振替分
ワインの即売❼久慈市出身シン
からは通知書の送付を廃止します。
ガー・ソングライター「リサト」
納付済み額は、預貯金通帳で確認
ポップスのライブ演奏 など
をお願いします。
◆前売券販売・問い合わせ先…ホ
、田野
◆問い合わせ先…税務課（☎34テル羅賀荘（☎33-2611）
2112 内線32）
畑村産業開発公社（☎34-2080）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

11月18日 ㈰ 第５回教育長杯マレットゴルフ大会
21日 ㈬ 乳児健診
粗大ごみ収集日
24日 ㈯

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。ボランティア出演者による
歌や踊りなどを予定。多数の皆さ
んのご来場をお待ちしています。
◆日時…12月２日㈰
午前10時～正午
◆場所…アズビィホール
◆入場料…大人500円
小学生以下200円
◆その他…前売り券（大人450円、
小学生以下150円）は、村社会
福祉協議会などで販売中
◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎33-3025）

福祉なんでも巡回相談開催
大震災の被災者を対象に、福祉
全般の相談を無料で受け付ける巡
回相談を開催します。
◆期日…11月22日㈭
◆時間・場所…午前10時～正午・
高校団地集会所、午後１時～３
時・中学校団地集会所
◆問い合わせ先…宮古保健福祉環
境センター福祉課（☎0193-642213）

期間：11月18日㈰～12月４日㈫
場

所

球場脇マレットゴルフ
場
健診センター

時 間
8：00 ～ 11：30

教育委員会

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

北山、机、池名、明戸、羅賀、島越、切牛、 生活環境課
（内線21）
真木沢、浜岩泉、大芦、仮設住宅団地

診療所休診

診療所

26日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

28日 ㈬ 第２回 胃・大腸がん検診

アズビィホール

30日 ㈮

問い合わせ先

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

7：00 ～ 8：30

保健福祉課

国保税６期納期限

税務課
（内線32）

後期高齢者医療保険料５期・介護保険料
６期納期限

生活環境課
（内線22・23）

12月２日 ㈰ 第43回村歳末たすけあい演芸会
第２回 乳・子宮がん検診
４日 ㈫ 行政相談
特設人権相談所

アズビィホール

10：00 ～ 12：00

村社会福祉協議会
（☎33-3025）

アズビィホール

13：00 ～ 14：30

保健福祉課

役場談話室

10：00 ～ 15：00

総務課
（内線13）

役場第一会議室

10：00 ～ 15：00

生活環境課
（内線23）

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

