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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　３月７日（火）　　
　　　　午前９時 30 分～午前 11 時 30 分
■場所　村老人福祉センター
※待ち時間を少なくするため、希望の時間を保健師ま
　で連絡してください。
　保健センターではいつでも相談を受けられます。連絡
　ください。
■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。保健師・
傾聴ボランティア「はまなす」の会員が交代でいます。
■日時　３月８日（水）　
　午前 10 時～ 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

相談ください
暮らしの困り事

　二戸市社会福祉協議会では、暮らしの相談窓口を開設
しています。
　今回、暮らしの中の困り事（就職が決まらない、家賃
が払えない、家計がうまくいかないなど）について、下
記の通り出張相談会を開催します。
　事前申込は不要で、相談は無料です。一人で悩まず気
軽に相談ください。
■日時　３月 10 日（金）　午前 10 時～正午
■場所　村総合福祉センター（村社会福祉協議会）
■問い合わせ
　二戸市社会福祉協議会くらしの相談窓口（☎ 43-
3588）

二戸市社会福祉協議会 　　　 　　　　　☎ 43-3588

陸上自衛隊音楽隊
定期演奏会を開催

　陸上自衛隊岩手駐屯地では盛岡市民文化ホールにおい
て、定期演奏会を開催します。
■日時　３月 12 日（日）
　開場：午後２時 15 分
　開演：午後３時
■場所　盛岡市民文化ホール（マリオス）大ホール
■入場料　無料
■出演　岩手駐屯地音楽隊、巖

がん

鷲
じゅ

太鼓、駐屯地らっぱ隊
⃝友情出演　秋田駐屯地音楽隊
■問い合わせ
　陸上自衛隊岩手駐屯地司令業務室（☎ 019-688-4311
内線 256）

陸上自衛隊岩手駐屯地司令業務室　☎ 019-688-4311
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村のこよみ 2・3 月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
2・17 ㊎ 幼児教室 9：30 保健センター
18 ㊏ 九曜塾「かんじき体験」・閉校式 9：30 就志森
19 ㊐ 民謡舞踊発表会 10：00 ＨＯＺホール
21 ㊋ 生涯学習アカデミー・女性教室閉講式 10：30 ＨＯＺホール

村青少年海外派遣事業報告会 16：00 ＨＯＺホール
22 ㊌ 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 ㊍ 村農業生産者の集い 9：30 ＨＯＺホール

手づくり絵本展（～27日まで） 村公民館図書室
24 ㊎ ５歳児健診 10：00 ＨＯＺホール

くのへ朗読会 18：30 ＨＯＺホール
25 ㊏ やまびこ読み聞かせ会 10：00 ＨＯＺホール
26 ㊐ 村スキー選手権大会 8：50 村営くのへスキー場
27 ㊊ 家族介護教室 9：30 村山村開発センター
3・1 ㊌ 卒業式（伊保内高等学校） 10：00 伊保内高等学校
7 ㊋ 保健師の出前相談 9：30 村老人福祉センター

シルバーリハビリ体操の集い 10：00 ＨＯＺホール
8 ㊌ おしゃべりサロン「ひだまり」 10：00 街の駅「まさざね館」

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
10 ㊎ 幼児教室 9：30 保健センター

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

暮らしと心の
相談会を開催

　二戸保健所では暮らしと心の相談会を開催します。
■日時　３月 11 日（土）　
　午前 10 時 30 分～午後３時 30 分
■場所　二戸地区合同庁舎　２階　２－ＡＢ会議室
■相談内容　生活資金、借金、介護・高齢者相談、障が
いに関する相談、心や体の不調の相談など
※事前申込が必要
■申し込み・問い合わせ
　二戸保健所保健課（☎ 23-9206）

二戸保健所保健課　    　　　　　　 　　☎ 23-9206

理解深めよう
ＢＳＥの対策

　牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策の説明会を開催します。
■日時　３月４日（土）
　午後１時 30 分～午後３時 30 分
■場所　岩手県立県民生活センター　２階　大ホール
■講演　ＢＳＥ対策について（仮題）
■申込締切　２月 27 日（月）まで
■申し込み・問い合わせ
　県庁県民くらしの安全課（☎ 019-629-5322）

県庁県民くらしの安全課　　　　　☎ 019-629-5322

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　３月 17 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

オドデ塾で
演芸まつり

　オドデ塾では、第 23 回ふれあい演芸まつりを開催し
ます。お誘い合わせの上、来場ください。
■日時　３月４日（土）
　開演：午前 10 時
■場所　江刺家小学校体育館
■内容　カラオケ大会、江刺家神楽、
firefry ライブ、舞踊、百姓踊り・オド
デ塾 ver.
■問い合わせ
　オドデ塾事務局・小井田（☎ 090-6220-1873）

オドデ塾事務局・小井田 　　 　　☎ 090-6220-1873

　

介護の仕事相談

　介護・福祉の仕事定期相談会を
開催します。
■日時　２月 21 日（火）、３月７
日（火）、14 日（火）、21 日（火）
　午後１時 30 分～午後３時 30 分
■場所　ハローワーク二戸会議室
■内容　仕事内容や求人に関する
こと
■申し込み・問い合わせ　県福祉人材
センター　（☎ 080-1651-6203・城内）


