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建築物の被害防止
防災相談所を設置

　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。この週間は、地震、火災、がけ崩れなど各種災
害による人命および建築物の被害を防止し、建築物に関
する防災知識の普及に努めるとともに、防災・維持保全
関係法令の周知徹底を図ることによって、建築物の防災
対策を推進することを目的としています。
　なお、この週間中、下記の場所において防災相談所を
設置し、建築に関する地震対策のほか、火災や崖などの
建築物の防災に関する住民の皆さまの相談に答えますの
でぜひ利用ください。
■防災相談所の設置場所
　二戸土木センター（☎ 23-9209）
■問い合わせ
　二戸土木センター（☎ 23-9209）

二戸土木センター　　　　　　　　　　　　☎23-9209

第２回味彩の会
彼岸だんご作り

　今年の彼岸は手作りの団子を供えて迎えてみません
か。第２回味彩の会では「彼岸だんご」を作ります。ど
なたでも参加できますのでお気軽に参加ください。
■日時　９月９日（水）　午後１時 30 分～午後４時
■場所　村山村開発センター
■内容　彼岸だんご作り
■参加費　300 円程度
■申込期限　９月２日（水）まで
■申し込み・問い合わせ　村生活改善グループ事務局
（☎42-2111内線243・下川原）

村生活改善グループ事務局　　　　☎ 42-2111 内線 243

村営住宅の
入居者募集

　村では、村営住宅の入居者を募集しています。
■募集戸数
○村営住宅第２戸田団地

（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
○村営住宅第２川向団地

（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
※入居時期は平成 27 年９月中旬です。
※家賃は入居世帯員構成および世帯員の所得に応じて
決定します（入居後も変動あり）。
■入居資格
①現に同居し、または同居しようとする親族がある者（※
婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る者その他婚姻の予約者を含む）。
②現に住宅に困窮していること。
③政令で定める収入基準に適合していること。
④国税・地方税など滞納していないこと。
■募集期間
８月 19 日（水）～９月４日（金）
午前８時 30 分～午後５時 30 分　
※土・日・祝日は除く。先着順ではありません。
■必要書類
①入居申込書（役場農林建設課にあります）
②住民票（入居希望者全員分の本籍、続柄が表示された
もの）
③所得証明書（入居希望者全員分）
④納税証明書（入居希望者全員分）　
※入居の際には、敷金の納付や連帯保証人が必要。
■申し込み・問い合わせ
　農林建設課地域整備班（☎42-2111内線283）

農林建設課地域整備班　　　　　　☎ 42-2111 内線 283
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村のこよみ８・９月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
8・22 ㊏ やまびこ読み聞かせ会 10：00 村公民館図書室
24 ㊊ 幼児教室 9：30 保健センター
26 ㊌ 乳児健診 13：45 保健センター
27 ㊍ 村老人クラブ連合会ゲートボール大会 8：30 屋内ゲートボール場

特定健診、肺がん・結核健診（～28日まで） 9：30 村内巡回
29 ㊏ 秋季はまなすカップ総合体育大会（野球・

卓球・バレーボール・ソフトテニス競技） 8：30 九戸中学校ほか

30 ㊐ 秋季はまなすカップ総合体育大会
（バスケットボール競技） 8：30 九戸中学校

9・1 ㊋ 村小学校陸上記録会 9：00 陸上競技場
保健師による出前相談 9：30 江刺家ふるさとセンター

6 ㊐
岩手県知事・県議会議員選挙投開票日 7：00 各投票所
村スポーツ・レクリエーション大会（ソフ
トボール・パークゴルフ、ハイキング） 9：00 ナインズ球場ほか

9 ㊌ おしゃべりサロン「ひだまり」 10：00 まさざね館
11 ㊎ デイケア 9：30 保健センター
12 ㊏ 村畜産まつり 9：30 JA新いわて九戸支所駐車場特設会場

13 ㊐
村スポーツ・レクリエーション大会
（ビーチボール・グラウンドゴルフ競技） 9：00 村体育センターほか
みんなで楽しむ健康づくり 9：00 ＨＯＺホールほか

16 ㊌ 乳児・１歳６カ月児・２歳児健診 13：00 保健センター

　

こころの悩み相談

　こころの悩み・健康相談に伺い
ます。
　心配事や不安になりやすい事な
ど、何でもご相談ください。
■日時　９月 11 日（金）
　　　　午前９時 30 分～正午
■場所　村山村開発センター
■申し込み・問い合わせ
　地域活動支援センターのぞみ　
　（☎ 32-2921）

一人で悩まないで
保健師の出前相談

　出かけるのがおっくう、眠れないなどありませんか？話
してみましょう。気持ちが楽になるかも、気軽にどうぞ！
■日時　９月１日（火）　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
■場所　江刺家ふるさとセンター
※保健センターではいつでも相談 を受けられます。
■問い合わせ　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122

北東北の宝
写真コンテスト

　北東北 19 市町村の「宝」をテーマとした写真コンテス
トを開催します。
■題材
○自由部門（トリコロールエリア内の「宝」をイメージし
た写真）
○課題部門（トリコロールエリア内の「滝」の写真）
○スマートフォン部門（トリコロールエリア内の「あな
たの好きな風景」の写真）
■締め切り　９月 11 日（金）
■申し込み・問い合わせ　東北新幹線二戸駅利用促進協
議会事務局（☎ 23-7210）

東北新幹線二戸駅利用促進協議会事務局　　☎23-7210

犬のフン
適切に処理を

　道路脇に犬のフンが捨てられていると苦情が寄せられ
ています。散歩時はフンを持ち帰り、自宅で処分しましょ
う。飼い主は必ず飼い犬を登録し、狂犬病予防注射を受
けさせてください。愛犬家のあなたと、あなたの愛犬が、
地域の人たちに愛されるようにマナーを守りましょう。
■問い合わせ　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 123）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 123

みんなでお話しませんか？
おしゃべりサロンひだまり

　お茶を飲みながら、お話しませんか？家庭や体のこ
と・介護のことなど心配事から、世間話でも構いませ
ん。お一人で悩まず、仲間づくりにいらしてください。
保健師・傾聴ボランティア「はま
なす」の会員が交代でおります。
■日時　９月９日（水）　
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
■場所　まさざね館
■内容　血圧測定、参加者の交流
■問い合わせ　
　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122


