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８月11日号
カンピロバクターに注意
昨年、全国で発生した食中毒 931
件のうち、カンピロバクター食中
毒は 227 件、患者数は 1,551 人で、
発生件数の約３割を占めています。
発生の主な原因は、肉類もしく
はレバーなど内蔵の生食や加熱不
足、調理中の手やまな板などによ
る二次汚染です。
予防のポイントは次のとおりです。
①食肉は、冷蔵庫内で他の食品と
触れないよう保存する
②食肉を調理する器具は他と区別
し、使用したまな板、包丁など
は使用後に洗浄・殺菌する
③食肉に触れた場合は、手を洗っ
てから他の食品を調理する
④食肉は、
75度以上かつ１分以上加
熱し、肉の中心まで熱をとおす
◆問い合わせ先…宮古保健所
（☎ 0193-64-2218）

医療事務職業訓練を実施
県立二戸高等技術専門校では、
離職者を対象とした医療事務の職
業訓練を開催します。
◆訓練科名…ＯＡ医療事務科
◆訓練内容…医療機関や調剤薬局
などの保険請求事務、パソコン
を使用した事務処理の知識・技
能を習得
◆期間…10月17日㈮～平成 27 年
１月 16 日㈮の祝日を除く月～
金曜日まで
◆会場…久慈高等職業訓練校（久
慈市）
◆定員…求職者 15 人
◆申込期限…９月25日㈭
◆問い合わせ先…二戸高等技術専
門校（☎ 0195-23-2227）

☆ ★ 花火・松明かしによる火災に注意 ★ ☆
本格的な夏を迎え、花火やお盆の松明かしなどで火を使う機会が
多くなります。花火は誤った使い方をすると、やけどや火災につな
がります。水バケツなどを準備してから遊びましょう。
また仏壇の線香やろうそくは少しの振動で倒れ、火災の原因とな
る危険があります。墓参りの際にも取り扱いに十分注意し、火災を
起こさないようにしましょう。
◆花 火遊びの注意…❶人や家に向けない❷燃えや
すい物のそばで遊ばない❸消火用の水を用意す
る❹大人と一緒に遊ぶ❺筒物花火は途中で火が
消えても中をのぞかない
◆問い合わせ先…消防田野畑分署（☎34-2100）

建築物防災週間を実施
岩手県では、８月30日㈯から９
月５日㈮まで建築物防災週間を実
施します。
期間中は、災害時に被害の発生
するおそれのある建築物などを点
検し、必要に応じて指導などを行
います。また防災相談所を設置し、
建築物の防災に関する相談にお答
えします。
◆防災相談所…岩泉土木センター
（☎ 22-5222）
◆問い合わせ先…岩手県県土整備
部建築住宅課（☎019-629-5937）

県北バスのバス停を追加
岩手県北バスで運行している田
野畑駅－小本駅間の停車バス停に
ついて、８月から一本松
（野場）
と
西和野を追加し停車しています。
また、利用者減少により運行存
続が厳しくなってます。皆さんの
ご利用をお願いします。
◆ご意見・問い合わせ先…岩手県北
バス乗合事業部（☎019-641-7770）
または政策推進課（☎ 34 － 2111
内線 61）

海区調整委員補選を実施
岩手県海区調整委員会の委員の
補欠選挙が行われます。
委員会は海区内の漁業従事者な
どから選挙により選出された漁民
委員９人、県知事が選任した学識
経験委員４人および公益代表委員
２人の計 15 人で構成され、今回は
漁民委員１人を選出する選挙です。
◆選挙期日…９月 11 日㈭
◆選挙期日の告示日…９月２日㈫
◆選挙すべき委員の数…１人
◆問い合わせ先…村選挙管理委員
会
（☎34-2111 内線 90）
または県
選挙管理委員会
（☎019-629-5238）

フリーマーケットを開催します
宮古地区広域行政組合では、
管内
住民の皆さんを対象に下記の日程
でフリーマーケットを開催します。
◆日時…８月31日㈰ ※雨天決行
午前９時～正午
◆場所…みやこ広域リサイクルセ
ンター（宮古市小山田２-102）
◆問い合わせ先…宮古地区広域行
政組合事務局施設課（☎019364-7111）

被災した「しまのこし村営住宅」の梁を展示しています
東日本大震災の津波で流失した
「しまのこし村営住宅」の梁の一部
がハワイのオアフ島で発見され、
現地の人々のご厚意で村に返還さ
れました。
８月末まで役場隣の旧福祉セン
ター玄関ホールで展示します。
◆問い合わせ先…建設第二課（☎
34-2113）

２つの教育講座を開催

今回展示する梁

振り込め詐欺などの特殊詐欺に要注意 !
今年、県内での特殊詐欺被害件数は昨年の 53 件（被害額４億２千万円）
を大きく上回る被害となっています。
最近の傾向は、被害者の息子を名乗り現金をだまし取る「オレオレ詐
欺」
、株や社債などの架空の投資話を持ち掛け、名義貸しなどを理由に金
銭を要求する架空請求詐欺が増えています。
被害者の８割が高齢者です。騙されないように、おかしな電話には用
心しましょう。
◆具体的な手口の紹介
「オレオレ詐欺の手口」
息子を装った電話で「携帯電話の番号が変
わった。株に投資したが失敗して会社の金に手
を付けてしまった。今すぐに返さないと会社を
クビになり、逮捕されてしまう」とし、現金を
指定場所まで持参させ騙し取るもの。
◆最近の送金手段の傾向
最近は、
金融機関を利用した振り込み型から、
郵便などを利用した現金送金型、現金を持って
こさせる現金持参型の手口が増えています。

行

８月19日㈫ 巡回健康相談
20日㈬

全血献血にご協力ください
移動献血車で全血献血を行いま
す。ご協力をお願いします。
◆日時…８月27日㈬
①午前９時30分～11時30分
②午後１時～４時30分
◆場所…保健センター
◆内容…200ml・400ml 全血献血
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102 内線57）

～島越駅営業中！みんなで見に行こう～

役立ちカレンダー
月 日

教育委員会は、次の２つの教育
講座を開催します。
◆自分史作成講座
・日時…９月３日㈬～12月10日
㈬の毎週水曜日 午後１時30
分～３時
◆かご作り学級講座
・日時…９月４日㈭～12月11日
㈭の毎週木曜日 午後１時30
分～３時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆対象者…一般大人
◆参加料…無料
◆申込締切…８月 29 日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…村教育
委員会
（☎34-2226 内線 11）

期間：８月19日㈫～９月１日㈪

事

場

所

旧島越児童館

時 間
10:00 ～ 11:30

問い合わせ先
保健福祉課（内線55）

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 (内線22）

幼児健診

13：00 ～ 15：30 保健福祉課（内線54）

健診センター

21日 ㈭ あすからのくらし相談会
保健センター
13：00 ～ 15：30
アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
22日 ㈮
アズビィ体育館
19：00 ～ 21：00
「フットサル教室」
アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
20：00 ～ 21：00
25日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」
巡回健康相談
中学校仮設団地集会所 10:00 ～ 11:30

保健福祉課（内線50）

27日㈬ 献血

保健福祉課（内線57）

29日㈮

保健センター

アズビィ健康スポーツ教室（隔週金曜日）
アズビィホール
「ヨガ教室」

９月１日㈪ 村県民税２期・国民健康保険税３期 納期限
介護保険料３期、後期高齢者医療保険料２期 納期限

9:00 ～ 16:30

教育委員会 (内線22）
教育委員会 (内線22）
保健福祉課（内線55）

18：45 ～ 20：45 教育委員会 (内線22）
税務会計課
（内線32）
生活環境課
（内線21）

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

