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一人で悩まないで
保健師の出前相談

　出掛けるのがおっくう、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　４月４日（火）　　
　　　　午前９時 30 分
　　　　～午前 11 時 30 分
■場所　江刺家ふるさとセンター
■その他　希望者は予約が必要です
■申込期限　４月３日（月）
■申し込み・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

話しませんか？
おしゃべりサロン

　お茶を飲みながら話しませんか？家庭や体の事・介護
の事など心配事から、世間話でも構いません。
　一人で悩まず、仲間づくりに来てください。傾聴ボラ
ンティア「はまなす」の会員が交代でいます。
■日時　４月 12 日（水）　
　　　　午前 10 時
　　　　～午前 11 時 30 分
■場所　街の駅「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

小学生～高校生
夏休み海外派遣

　国際青少年研修協会では、８事業の参加者を募集して
います。
■内容 　ホームステイ・ボランティア・文化交流など
■派遣先　 イギリス・オーストラリア・カナダ・サイパン・
シンガポール・フィジー・フィリピン
■日程 　7 月 26 日（水）～ 8 月 16 日（水）　
　　　　  8 ～ 18 日間
■対象　 小学 3 年生～高校 3 年生　
■説明会　 全国 16 都市、 ５月下旬　
■参加費 　24.8 万円～ 63.8 万円
■申込期限 　５ 月 26 日（金）および６月９日（金）
※日程、対象および申込期限は、事業によって異なりま
す。
■申し込み・問い合わせ　
　国際青少年研修協会（☎ 03-6417-9721）

国際青少年研修協会　　　　　　　☎ 03-6417-9721

借金で悩んでいる人
気軽に相談ください

　自らの収入で返済しきれな
いほどの借金を抱え、悩んで
いる人の相談に応じています。
■相談専用電話
　019-622-1637
■時間　月～金曜日
　　　　（祝日、年末年始除く）
　　　　午前８時 30 分～午後４時 30 分
■問い合わせ　二戸消費生活センター（☎ 23-5800）

二戸消費生活センター　　　　　　　　　　☎23-5800
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村のこよみ 3・4 月
日にち 行　事　名 時　間 場　所

3・15 ㊌

卒業式（九戸中学校） 10：00 九戸中学校
卒園式（伊保内保育園） 10：00 伊保内保育園
乳児・１歳６カ月・２歳児健診 13：00 保健センター
ブックスタート事業 14：15 保健センター

17 ㊎ デイケア 9：30 保健センター
卒業式（村内全５小学校） 10：00 村内全５小学校

22 ㊌ 卒園式（戸田保育園） 10：00 戸田保育園
子育てサロン「はまなすっ子広場」 10：00 村総合福祉センター

23 ㊍ 卒園式（ひめほたるこども園） 10：00 ひめほたるこども園
24 ㊎ 教職員辞令交付式 16：00 ＨＯＺホール

4・5 ㊌ 新入園児を迎える会（戸田・伊保内保育
園・ひめほたるこども園） 10：00 各施設

6 ㊍ 入学式（九戸中学校） 13：30 九戸中学校

7 ㊎ 入学式（村内全５小学校） 村内全５小学校
入学式（伊保内高等学校） 13：30 伊保内高等学校

10 ㊊ 胃がん検診（～14日まで、16日） 6：00 村内各会場
教職員着任式 16：00 村山村開発センター

11 ㊋ 村行政連絡員会議 14：00 役場第２・３会議室
15 ㊏ クリーン九戸行動日 9：30 村内一斉
16 ㊐ 春の大掃除点検・火防点検 9：00 村内一斉

相談員が伺います
心の悩み健康相談

　心の悩み・健康相談に伺います。心配事や不安になり
やすい事など、何でも相談ください。
■日時　４月７日（金）
　　　　午前９時 30 分～正午
■場所　村山村開発センター
■問い合わせ
　地域活動支援センターのぞみ（☎ 32-2921）

地域活動支援センターのぞみ 　　　 　　☎ 32-2921

歯のテレホン相談
お電話ください☎

　４月 18 日には「ヨイ歯デーテレホン相談」として、歯
科に関する悩みの解消の無料電話相談を行います。
■日時　４月 18 日（火）　
　　　　午前 10 時～午後７時
■内容　歯あるいは口に関する悩みについて何でも
■申し込み・問い合わせ　
　岩手県保険医協会ヨイ歯デーテレホン相談係（☎ 019-
651-7341）

岩手県保険医協会ヨイ歯デーテレホン相談係　☎ 019-651-7341

土地家屋の
無料相談会

　４月１日「表示登記の日」を記念して、下記の通り無料
相談を行います。
■日時　４月１日（土）　
　　　　午前 10 時～午後３時
■場所　二戸市シビックセンター
■内容　土地の分筆、合筆、地目変更、土地や建物の調
査測量、境界問題など
■問い合わせ　
　岩手県土地家屋調査士会二戸久慈支部（☎ 22-1235）

岩手県土地家屋調査士会二戸久慈支部　　☎ 22-1235

触れ合い看護
体験者を募集

　県看護協会では命の大切さについて理解を深めること
を目的に、下記の通り触れ合い看護体験を行います。
■実施期間　５月７日（日）～ 13 日（土）
■実施施設　病院、訪問看護ステーション、市町村保健
センター、介護福祉施設など
■申込方法　直接電話にて下記へ申し込みください
■申込締切　３月 28 日（火）
■申し込み・問い合わせ
　岩手県看護協会ナースセンター事業部（☎ 019-663-
5206）

岩手県看護協会ナースセンター事業部　☎ 019-663-5206

　

春の大掃除点検
　
　４月 16 日、春の大掃除点検と
火防点検を実施します。
　家の内外の清掃、地域内の清掃
に協力をお願いします。また、火
事の多く発生する時期です。火の
取り扱いに注意し、再度器具の点
検などを行いましょう。
■日時　４月 16 日（日）

九戸村・九戸村公衆衛生組
合連合会・九戸村消防団〔　　　　　〕


