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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27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30日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明戸、
羅賀、島越、切牛、真木沢、大芦、
浜岩泉、各仮設住宅団地
◆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）

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
11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。

インフル予防接種お早めに
インフルエンザの予防接種を実
施しています。昨年度に引き続き、
村内に住所が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。
◆期間…11月１日㈮〜平成26年１
月31日㈮
※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（水曜日除く）
◆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歳以上で持っている人）
◆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。その際の助成限度額
は１回目3,000円、２回目2,000円。
希望する人は、事前に必ず保健
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）

風疹の予防接種が無料に
村は「麻疹・風疹ワクチン」の
予防接種を無料で行っています。
妊婦が感染すると、おなかの赤
ちゃんが難聴、心疾患などになっ
て生まれる危険があります。感染
を防ぐには予防接種が効果的（接
種後２カ月は避妊が必要。妊婦は
接種できません）
。早めの予防接
種で、感染を防ぎましょう。
◆期間…平成26年３月31日㈪まで
◆場所…村診療所
◆接種料…無料
◆対象…満20〜49歳の村民
◆受付時間…月〜金曜日の午前９
時30分〜11時、午後２時30分〜
４時 ※水曜日午後、年末年始は除く
◆必要な物…保険証など住所と生
年月日が確認できるもの、接種
者本人の母子健康手帳
◆予約…接種希望日の１週間前ま
でに診療所（☎33-3101）
に予約
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

災害対応のてびきを配布
県では、障がい者が災害時に命
を守るための備えや避難所での生
活などをまとめた「災害対応のて
びき」を配布しています。てびき
には、自分の情報や手助けしてほ
しいことを書いておくことができ
る「おねがいカード」も添付され
ています。災害への備えに活用し
ましょう。
◆対象…障害者手帳を持っている
人で、てびきが届いていない人
◆申 し込み・問い合わせ先…県
障がい保健福祉課（☎019-6295448）
、保健福祉課（☎33-3102）

住宅の耐震化費用を助成中

▼

▼

▼

村は、住宅の耐震診断や耐震改
修の費用を助成しています。耐震
基準が変わった昭和56年以前に建
てた住宅は、地震に対して弱い危
険性があります。まずは専門家に
よる耐震診断を受けましょう。診
断の結果、地震に弱いことが分
かったときは耐震改修をしてくだ
さい。尊い命や財産を守るため、
地震対策を進めましょう。
◆対象…昭和56年５月31日以前に
建築した木造住宅
◆助成額
①耐震診断…１棟当たりの診断
費３万円のうち２万７千円
を助成
②耐震改修…１棟当たり最大で
60万円を助成（改修内容で異
なります）
◆申し込み・問い合わせ先…建設
第二課（☎34-2113 内線47）

歳末たすけあい演芸会を開催
村社会福祉協議会では、第44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１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）

役立ちカレンダー
月 日

行

粗大ごみ再生品をお譲りします

住宅を耐震化する他、 落ち
てこない 倒れてこない 移
動してこないー対策のため、
家具の固定がとても大切です。

事

宮古地区広域行政組合では、回
収した粗大ごみの中から再利用で
きるタンス、学習机、テーブルな
どを再生しました。この再生品を
希望する人に無償でお譲りします。
◆展示日時…12月６日㈮〜８日㈰
午前９時〜午後４時
◆展示場所…宮古地区広域行政組
合再生品ストックヤード（宮古
市崎山6-122-1 旧崎山清掃工
場跡地）
◆利用資格…田野畑村、岩泉町、
宮古市、山田町に住んでいる人。
ただし、購入や販売を目的とす
る場合は利用できません
◆その他…再生品の引き取りは後
日で費用は申込者負担。申込者
多数の場合は抽選となります
◆問い合わせ先…宮古地区広域行
政組合施設課リサイクル担当
（☎0193-64-7111）

期間：11月16日㈯～12月３日㈫
場

所

時 間

問い合わせ先

11月16日 ㈯ ＮＨＫＢＳプレミアム「きらり！えん旅」
アズビィホール
宮川大助・花子漫才ミニライブ

13：00 ～ 14：00

政策推進課
（内線62）

18日 ㈪ アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
「卓球・ソフトバレー教室」

19：30 ～ 21：00

教育委員会

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

20：00 ～ 21：00

教育委員会

乳児健診
20日 ㈬

健診センター

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」

25日 ㈪ 巡回健康相談

沼袋地区公民館

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

in たのはた
26日 ㈫ 人権フェスタ
映画「だいじょうぶ３組」上映会

田野畑中学校

13：40 ～ 16：00

生活環境課
（内線21）

30日 ㈯ 粗大ごみ収集日

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

12月１日 ㈰ 第 44 回村歳末たすけあい演芸会

２日 ㈪

アズビィホール

10：00 ～ 12：00

村社会福祉協議会
（☎33-3025）

国民健康保険税６期納期限

税務会計課
（内線31）

介護保険料６期・後期高齢者医療保険料
５期納期限

生活環境課
（内線22・23）

３日 ㈫ 乳がん・子宮がん検診

アズビィホール

9：30 ～ 10：30

保健福祉課

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

