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戸田若者住宅
入居者を募集

■募集住宅
○戸田若者定住促進住宅
　（木造平屋２ＬＤＫ）…１棟
※入居時期は平成29年10月中旬です。
家賃は入居世帯員の構成に応じて決定
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配偶者があり（婚
姻の届け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）、40 歳以下の者で構
成する世帯。
②将来にわたり九戸村に居住する者であること。
③国税・地方税など滞納していないこと。
④自ら居住するための住宅を必要とする者。
⑤定められた家賃および敷金を支払う能力がある者。
■募集期間
９月 20 日（水）～ 10 月４日（水）
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平成 29 年度所得証明書（入居希望者全員分）
④平成 28 年度納税証明書（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にな
ります。
■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

成年後見人
フォーラム

　認知症高齢者や障がい者の後見人として活躍している
人の情報共有を目的としたフォーラムを開催します。
■日時　10 月 20 日（金）　午前 10 時～午後４時
■会場　二戸市民文化会館　中ホール
■内容
≪第１部≫　午前 10 時 10 分～午後０時 10 分
　講演：成年後見実務における課題点
　講師：新潟大学法学部　上山泰教授
≪第２部≫　午後１時 30 分～午後４時
　グループワーク：成年後見活動において直面した問題
　点とその対応
　※第２部の参加には条件があります
■申込締切　９月 29 日（金）まで
■申し込み・問い合わせ
　NPO 法人カシオペア権利擁護支援センター（☎ 43-
3042）

カシオペア権利擁護支援センター　　　　43-3042

戸籍関係の書類
交付を一時停止

　システム点検作業のため、戸籍関係書類の交付を一時
停止します。
■交付停止期間　９月 26 日（火）　午後５時 30 分～
　　　　　　　　　　 27 日（水）　午前８時 45 分
27 日は交付開始が通常より 15 分ほど遅くなります。
※平常業務時間内は、通常通り証明書を交付しています。
■問い合わせ　
　住民生活課国保住民班（☎ 42-2111 内線 213）

住民生活課国保住民班　     　　☎ 42-2111 内線 213
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村のこよみ９・10 月
日にち 行　事　名 時　間 場　所

9・21 ㊍

黄色い羽根配布 7：30 村内各小学校

九戸政實杯グラウンド・ゴルフ交流大会 9：00 村総合運動場

特定健診・肺がん検診・結核検診（21日、22日、
27日、28日、10月１日、２日、３日、４日） 9：30 村内巡回

22 ㊎ 交通安全パレード 13：30 伊保内商店街

24 ㊐
村民体育大会・駅伝競技 8：00 国道340号線

ふるさと創造館まつり 10：00 ふるさと創造館

27 ㊌
学校公開研究会 13：50 山根小学校

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

30 ㊏ 全国女性消防操法大会 9：00 秋田県秋田市こまちスタジアム

10・8 ㊐ 村家庭婦人バレーボール大会 8：30 村体育センター

15 ㊐ 村長杯パークゴルフ大会 8：50 くのへパークゴルフ場

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　10 月 10 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
■申込締切　10 月９日（月）まで
※相談を希望する人は予約が必要です。
■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

悩み事話しませんか
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、一人で悩まず仲間づくりに来てください。
■日時　10 月 11 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

一人親の家庭
弁護士が相談

　一人親家庭の人で離婚や養育費、困っている事や悩み
などについて、弁護士による相談を行います。
■日時　９月 27 日（水）
　　　　午前 10 時～午後３時
■場所　久慈地区合同庁舎　２階　相談室
■対象　一人親家庭の母子、父子、寡婦の人など
■問い合わせ
　県北広域振興局保健福祉環境部（☎0194-53-4982）

県北広域振興局保健福祉環境部　　☎ 0194-53-4982

九戸城跡で
九戸城まつり

　九戸城跡と二戸市民文化会館において、九戸城まつり
が開催されます。
■開催日　９月 23 日（土）
■昼の部　午前 11 時～午後４時　九戸城跡
　五葉山火縄銃鉄砲隊伝承会の演武など
■夜の部　午後５時～午後７時　二戸市民文化会館
　九戸政実武将隊演舞、藤波辰

たつ

爾
み

さんトークショーなど
■問い合わせ
　二戸地域振興センター（☎23-9201）

二戸地域振興センター　　　　　　　　☎ 23-9201

　農事用電気機器の取り扱い
に注意しましょう。
■問い合わせ
　一般財団法人東北電気保安
協会二戸営業所（☎ 25-4194）

　


