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９月13日号
農振除外の申し出を受け付け
東日本大震災の被害を受けたこ
と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
築する場合などは、農振除外と農
地転用許可が必要です。
手続きやその後の住宅建築など
をスムーズに進めるため、申し出
期限を設けて受け付けています。
農地への住宅建築予定がある人は、
早めの申し出を心掛けてください。
◆受付期限
①10月31日㈭
②平成26年２月28日㈮
◆その他…申し出状況により期限
を変更する場合があります
◆申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111 内線71）

「はかり」
の定期検査を実施
「はかり」の定期検査を実施し
ます。農業や商店など、業務上取
引で使用しているはかりは、２年
に１度の受検が必要です。忘れず
に受検してください。
◆日時・場所
10月１日㈫
①牧原商店駐車場
午後１時30分～２時
②田野畑駅
午後２時30分～３時30分
③拓心館
午後４時～４時30分
10月２日㈬
④村産業開発公社
午前９時30分～10時
⑤役場
午前10時30分～11時30分
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線64）

ガソリンの取り扱いに注意
京都府の花火大会会場で、発電
機に使うガソリンが原因で火災が
発生し、多くの死傷者が出まし
た。ガソリンはとても引火しやす
く、たとえ小さな火でも爆発的に
燃え上がります。細心の注意を払
い、使用してください。
◆使用上の注意点
❶ガソリン専用の金属製携行缶
で、直射日光が当たらず通気
の良い場所で保管
❷発電機やコンロなど、高温に
なるものの近くには絶対に
置かない
❸携行缶や使用機器の取扱説明
書などの操作方法を厳守
❹万一に備えて消火器を準備
◆問い合わせ先…消防田野畑分署
（☎34-2100）

キノコ採りの季節です
鈴やラジオの携帯を！

古い消火器は適性な処分を
腐食した消火器を操作し、破裂
してけがをする事故が全国で発生
しています。腐食や変形した消火
器は危険なので、絶対に使わない
でください。
消火器はゴミとして廃棄するこ
とができません。使わなくなった
ものや古いものは、必ず専門業者
に処分を依頼してください（消防
署では引き取っていません）
。
◆問い合わせ先…消火器リサイクル
推進センター（☎03-5829-6773）
、
消防田野畑分署（☎34-2100）

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９月25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…９月28日㈯
西和野、
和野、
◆対 象地区…田野畑、
菅窪、
七滝、
板橋、
沼袋、
甲地、
田代、
巣合、
尾肝要、
萩牛、
千丈、
猿山
※各仮設住宅団地は含みません
◆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３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）

歳末演芸会の出演者など募集
村社会福祉協議会では、歳末た
すけあい演芸会のボランティア出
演者、スタッフを募集しています。
◆日時…12月１日㈰
午前10時～午後１時
◆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…10月25日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…村社
会福祉協議会（☎33-3025）

ガラス瓶を集めています

前夜祭ボランティアを募集

今年の村復興祈念祭を10月５、
６日に開催します。その前夜祭で
行う「復興の灯り」用ガラス瓶を
集めています。不用になった瓶の
提供に協力をお願いします。
◆瓶 の形状など…口径4.5～７セ
ンチ、高さ６～８センチで無
色透明な瓶（ジャムや鮭フレー
クなどの瓶）
。ラベルをはがし、
きれいに洗ってください
◆提供方法…役場、診療所、アズ
ビィ楽習センター、小中学校な
どの回収箱に入れてください
◆問い合わせ先…村復興祈念祭実
行委員会事務局（役場復興対策
課 ☎34-2111 内線67）

村復興祈念祭・前夜祭で「復興
の灯り」をともします。そのガラ
ス瓶を並べる作業を手伝っていた
だけるボランティアを募集します。
◆対象…小学生以上
◆活動日時…10月５日㈯
午後１時30分～２時間程度
◆集 合場所…しおさい交流セン
ター前（ホテル羅賀荘隣）
◆活動内容…ガラス瓶を運んだり、
瓶にろうそくを入れて並べた
りする軽作業
◆応募期限…10月４日㈮
◆問い合わせ先…村復興祈念祭実
行委員会事務局（役場復興対策
課 ☎34-2111 内線67）

役立ちカレンダー
月 日

行

栄養教室の受講者を募集

事

９月16日 ㈪ 敬老会

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
しています。10月中旬からは、推
進員としての活動に必要な知識と
技術、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…10月中旬～12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…９月30日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）
期間：９月16日㈪～10月６日㈰

場

所

時 間

問い合わせ先

ホテル羅賀荘

11：00 ～ 14：00

保健福祉課

仮設マレットゴルフ場

10：00 ～ 12：00

教育委員会

18日 ㈬ アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
アズビィ体育館
「バドミントン教室」

20：00 ～ 21：00

教育委員会

19日 ㈭ 特定健診等各種がん検診

農村環境改善センター

9：30 ～ 11：00
13:00 ～ 14:30

保健福祉課

20日 ㈮ 特定健診等各種がん検診

浜岩泉農業会館

9：30 ～ 11：00
13:00 ～ 14:30

保健福祉課

23日 ㈪ 村民マレットゴルフ交流大会

仮設マレットゴルフ場

9：00 ～ 12：00

教育委員会

北山地区総合センター

9：30 ～ 10：30

保健福祉課

アズビィホール

13:00 ～ 14:30

保健福祉課

アズビィ楽習センター
駐車場特設ステージ

16：00 ～ 17：00

復興対策課
（内線66）

26日 ㈭ 特定健診等各種がん検診

アズビィホール

9：30 ～ 11：00
13:00 ～ 14:30

保健福祉課

特定健診等各種がん検診

アズビィホール

9：30 ～ 11：00
13:00 ～ 14:30

保健福祉課

アズビィ健康スポーツ教室
「ヨガ教室」

アズビィホール

18：30 ～ 20：30

教育委員会

17日 ㈫ マレットゴルフ体験教室

特定健診等各種がん検診
25日 ㈬ 特定健診等各種がん検診
「福田こうへい」復興支援ライブ

27日 ㈮

28日 ㈯ 粗大ごみ収集日
アズビィ健康スポーツ教室
「卓球・ソフトバレー教室」

田野畑、
西和野、
和野、
菅窪、
七滝、
板橋、
沼袋、生活環境課
甲地、
田代、
巣合、
尾肝要、
萩牛、
千丈、
猿山
（内線21）
アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

税務会計課
（内線31）

30日 ㈪ 国民健康保険税４期納期限
介護保険料４期・後期高齢者医療保険料
３期納期限
10月５日 ㈯ 復興祈念祭・前夜祭
６日 ㈰ 復興祈念祭

教育委員会

生活環境課
（内線22）
しおさい交流センター
（ホテル羅賀荘隣）

16：30 ～ 19：00

復興対策課
（内線67）

アズビィホール周辺

9：30 ～ 15：30

復興対策課
（内線67）

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

