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育英奨学資金ご利用ください
村は、向学心に燃える生徒・学
生で経済的な理由により進学が難
しい人に、育英奨学資金を貸し付
けています。申請方法、貸付金額
や返済方法など詳しい内容は問い
合わせてください。
◆対象要件…次の➊～➍の全てに
該当する人で、高校、短大、大学、
大学院などの在学者（新年度在
学予定者を含む）
➊村に住所があり、３カ月以上
居住している人の子弟
➋人物や学業が優れていて健康
な人
➌経済的な理由で就学が困難と
認められる人
➍在学または最終出身学校長か
ら奨学生の推薦を受けてい
る人
※他団体の奨学金貸し付けを受
ける人は対象外
◆貸付金利…無利子
◆申込期限…３月31日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎34-2226）

人間ドック受診に助成金交付
◆対象…40～74歳で人間ドックを
受診した人（全ての医療機関で
の受診が対象）
◆助成額…課税状況により１万～
２万円（２年に１回の助成）
◆申請方法…受診機関の領収書か
受診証明書、はんこ、通帳を持
参し、保健福祉課に申請
◆助成対象期間…平成25年４月１
日～26年３月31日の受診分
◆申請・問い合わせ先…保健福祉
課（☎33-3102）

ノロウイルスでの食中毒注意
ノロウイルス感染による食中毒
が宮古管内で流行しています。感
染すると、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）

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…３月31日㈪まで
◆場所…村診療所
◆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）

尾肝要道路の開通式を開催
３月２日㈰、尾肝要道路がいよ
いよ開通します。一般開放は午後
３時。開通に先ち、式典、トンネ
ルウオーキングを開催します。ト
ンネル内を歩ける最後のチャンス。
ぜひ参加してください。会場へは
自家用車の乗り入れができません。
シャトルバスをご利用ください。
開通式
◆時間…午前11時～正午
◆シャトルバス…産直プラザ尾肝
要発 午前10時～11時
トンネルウオーキング
◆時間…正午～午後２時
◆シャトルバス…田野畑中学校発
午前11時～正午
◆問い合わせ先…三陸国道事務所
（☎0193-71-1711）
、建設第一課
（☎34-2113 内線55）

農振除外の申し出を受付中
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、申し出から許可までを
スムーズに行うため、２月28日を
期限に申し出を受け付けています。
手続きやその後の住宅建築などを
円滑に進めるため、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…２月28日㈮
※来年度、最初の受付期限は５
月末の予定です
◆その他…申し出状況によって期
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）

３月２日㈰ 三陸沿岸道路「尾肝要道路」開通
一般開放は午後３時（通行料は無料。自動車専用道のため、歩行者・自転
車・軽車両・125cc 以下の二輪車は通行できません ）

３月９日に津波避難訓練

尾肝要トンネル防災訓練を実施

東日本大震災からもうすぐ３年。
村は、大津波警報が発表されたと
きの避難や初動が迅速に行えるよ
うに、津波避難訓練を実施します。
◆日時…３月９日㈰
午前９時～10時20分
◆想定…沿岸北部で震度５強を観
測する地震発生。大津波警報が
発表され、沿岸に避難指示発令
◆内容…避難訓練、水門閉鎖訓練、
避難誘導訓練など
◆その他…訓練に伴い、防災行政
無線でサイレンを吹鳴します
◆問い合わせ先…総務課（☎342111 内線11）

３月２日に開通する尾肝要道路。
そのトンネル内で防災訓練を行い
ます。希望する人は見学すること
ができますので、時間までに受付
場所に集合してください。
◆日時…２月21日㈮
午前11時～午後12時15分
※受け付けは10時40分～
◆受付場所…尾肝要道路南側（田
野畑側）入り口付近
◆その他…混雑が予想されます。
係員の指示に従ってください
◆問い合わせ先…三陸国道事務所
（☎0193-71-1711）
、建設第一課
（☎34-2113 内線55）

役立ちカレンダー
月 日

２月16日 ㈰

17日 ㈪

19日 ㈬

行

事

村社会福祉協議会では、福祉コ
ミュニティづくりや住民参加・協
働による地域活動に向け「結いの
郷・田野畑村住民交流のつどい」
を開催します。講師の志村尚一さ
んの元気になるお話、漆原栄美子
さんの心にしみる民謡などを予定。
多数の皆さんのご来場をお待ちし
ています。
◆日時…２月22日㈯
午後１時30分～３時30分
◆場所…アズビィホール
◆入場料…無料
◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎33-3025）
期間：２月16日㈰～３月２日㈰

場

所

アズビィ健康スポーツ教室
「バドミントン交流会」

アズビィ体育館

三陸沿岸道路
「尾肝要トンネル」
見学会

集合場所…産直プラザ
尾肝要、中学校

時 間
9：00 ～ 12：00

問い合わせ先
教育委員会

10：00 ～ 11：20

三陸国道事務所
（☎0193-71-1711）

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

幼児健診

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

20：00 ～ 21：00

教育委員会

11：00 ～ 12：15

三陸国道事務所
（☎0193-71-1711）

19：00 ～ 21：00

教育委員会

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」
三陸沿岸道路
「尾肝要トンネル」
防災訓練

21日 ㈮

「住民交流のつどい」
を開催

尾肝要トンネル南側入
り口付近集合

アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
アズビィ体育館
「フットサル教室」

22日 ㈯ 結いの郷・田野畑村住民交流のつどい

アズビィホール

13：30 ～ 15：30

村社会福祉協議会
（☎33-3025）

24日 ㈪ 巡回健康相談

旧島越児童館

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

中学校仮設集会所

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

巡回健康相談

税務会計課
（内線34）

28日 ㈮ 固定資産税４期納期限

生活環境課
（内線23）

後期高齢者医療保険料８期納期限

３月２日 ㈰

アズビィ健康スポーツ教室
「ソフトバレーボール交流大会」
三陸沿岸道路「尾肝要道路」開通式
（※一般開放は午後３時）

アズビィ体育館
尾肝要トンネル北側入
り口付近

9：00 ～ 12：00
11：00 ～ 12：00

教育委員会
三陸国道事務所
（☎0193-71-1711）

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

