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第１回芸術文化視察研修の
参加者募集

優れた芸術文化や伝統工芸を学ぶ機会として、岩手芸術祭の美術展
と三曲演奏会を鑑賞します。
お誘いあわせのうえ、ご参加ください。
■日時 10月21日(日) ９：00～18：00
■会場 盛岡市 岩手県民会館

※当日は役場に集合し、中型バスで移動します
■参加費 3,300円（入場料、昼食代、保険料）
※料金は当日申し受けます。
■募集定員 先着15名
■申込締切 10月10日(水)
■問い合わせ・申し込み

町民文化祭「展示部門」の
作品を募集します！

第39回軽米町民文化祭展示部門（11月２日～４日）の展示作品の
公募を行います。皆さんご応募ください。

■応募資格 原則として軽米町在住、通勤者、通学者、町出身者
■応募方法
10月23日(火)までに、電話・ファックスなどでお申し込みくださ
い。（氏名・住所・電話番号・作品種別・大きさをお知らせください）
■募集内容
美術作品（絵画、書道、水墨画、版画、彫刻、写真、ドライフラワーなど）
生活文化作品

（手芸、パッチワーク、和紙人形、絵手紙、ちぎり絵など生活文化に関する手作りの作品）

③ 文芸作品（随筆、詩、短歌、俳句、川柳など）
④ その他
■作品の搬入搬出等
① 搬入 10月31日(水)
②
③

搬出
場所

９：00～16：00

11月５日(月) ９：00～12：00
軽米中央公民館

※展示会場は軽米中央公民館、軽米町立図書館など

■問い合わせ
教育委員会事務局・生涯学習担当
☎46-4744 FAX 46-3050

栄養出前講座を開催します

生活習慣病の予防について、高齢者・子どもの食事など、ちょっと気
になっている食事・栄養の疑問にお答えします。
都合のよい日、お好きな時間にお立ち寄りください。健診結果のある
方はお持ちください。
■日程 10月１日(月) 10：00～15：00
町防災センター
10月15日(月) 10：00～11：30
健康ふれあいセンター
〃		
13：30～15：00
牛ヶ沢自治公民館
10月22日(月) 10：00～15：00
物産交流館
10月29日(月) 10：00～11：30
松ノ脇公民館
〃		
13：30～15：00
健康ふれあいセンター
■問い合わせ 健康福祉課・健康づくり担当 ☎46－4111

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

土砂災害危険箇所の現地調査を実施

岩手県では、土砂災害危険箇所の現地調査を実施します。
県が委託した調査員が、皆さまの土地およびその周辺に出入りする

ことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
■調査期間 10月１日～平成31年３月31日
■調査方法

目視、計測および写真撮影を行います。
なお、調査員は、岩手県が発行した身分証明書を携行しています。
■問い合わせ

・委託調査員 株式会社 昭和土木設計 ☎019-638-6834
・発注元 岩手県県北広域振興局二戸土木センター ☎23-9209

教育委員会事務局・生涯学習担当
☎46－4744、FAX 46-3050

①
②

平成30年９月26日発行

二戸法人社会貢献事業

坂東眞理子氏講演会

「女性の品格」の著者であり、昭和女子大学総長の坂東眞理子さんを
お迎えし、「女性のリーダーシップ」と題して講演会を開催します。
■日時 10月19日(金) 11：00～12：30
■場所 二戸パークホテル
■入場料 無料
■申込方法
■申込先

ファックスまたはメールにて、10月10日(水)までにお申し
込みください。

二戸法人会事務局 ☎22-3105 FAX 23-4363
メール kaihosya@jasmine.ocn.ne.jp

軽米町農地等小規模災害復旧事業の
申請を受け付けています

今年８月に発生した豪雨等により被災した町内の農地・農業用施設
の復旧事業を実施する方に対し、「軽米町農地等小規模災害復旧事業
補助金」を交付いたします。
■事業概要
事

業

種

農地復旧事業

目

事

業

の

基

準

１箇所当たりの事業費が13万
円以上40万円未満の工事で、
建設業の届をしており、町内
に事業所がある業者により実
施する工事に要する経費

補

１箇所当たりの事業費が13万
円以上40万円未満の工事で、
農業用施設復旧事業 建設業の届をしており、町内
に事業所がある業者により実
施する工事に要する経費

助

率

２分の１以内

(千円未満は切り捨て)

２分の１以内

(千円未満は切り捨て)

■申請について
・提出方法

産業振興課窓口にて申請書類を配布いたしますので、必要事項を記入
の上、提出願います。
・提出期限 12月21日(金)
※既に被害を届けている場合でも、事業を実施する際は改めて交付申
請が必要となりますのでご留意願います。
■問い合わせ・提出先

産業振興課・農政企画担当

☎46-4739

お知らせ版327号①裏面

平成30年度追加健診を行います

本年度の健診、がん検診をまだ受けていない方はこの
機会に受診しましょう。
■日 時
11月18日(日)
■受付時間 ７：00～10：00
■会 場
農村環境改善センター

健診（検診）項目一覧
若年健診

■対 象
本年度の健診・がん検診を受けていない方
※人間ドック等で同様の検診を受けた方は対象外です
☆今回は腹部超音波検査（肝・胆・腎超音波検査）の体

特定健診

験ができます！（料金の4,212円は自己負担）
体験には、事前の申込が必要です。
■申込方法（腹部超音波健診）

後期高齢者健診

10月31日(水)までに下記の方法でお申し込みください。
①電話 46-4111
②FAX 46-2677
③メール kenkoufukushi@town.karumai.iwate.jp
※メール、FAXの場合は、行政区・お名前・生年月日・
電話番号、受けたい健診項目を記入してください。
■問い合わせ
健康福祉課・健康づくり担当 ☎46-4111

胃がん検診
肺がん検診

大腸がん検診

前立腺がん検診

肝炎ウイルス検査

対象年齢

19 ～ 39歳

料金

申込

（70歳以上無料）

要（当日可）

1,800円

40 ～ 74歳

（国保加入者)

40 ～ 74歳で

国保以外の被扶養者 各保険者設定料金

※保険証と受診券が必要です

75歳～
35歳～

40歳～

50歳～（男性）

県では、①まちのために何かをしたいと考えている方や、②出店（活

動）に関心を持っている方、③商店街等の不動産オーナーの方などを対
象に、「まち魅力創造セミナー」を久慈市において開催します。

セミナーは、まちが魅力的になる心構えの講演や空き物件のリノベー

ション等の事例報告を通じて、新しい気づきや学びを得られる内容と

なっており、交流会は、講師の方や他の参加者との親睦を深める機会と

無料

要（当日可）

要（当日可）

れも無料です

＊若年健診、がん検診

は保険に関係なく受

要

診できます。

要（当日可）

無料

５歳刻み年齢の方

「まち魅力創造セミナー～あなたの生きる場・
活かすまちを創造しよう～」を開催

要（当日可）

500円

満40 ～ 70歳の

保護世帯の方はいず

無料

600円

※申込要

＊70歳 以 上 の 方、 生 活

不要

1,300円

40歳～

備考

要（当日可）

多重債務出張個別相談会
開催のご案内

東北財務局盛岡財務事務所では、専門相談員による「多重債務出張個

別相談会」を開催します。

事前予約制で誰にも合わずに相談できますので、多重債務等でお悩み

の方はご活用ください。

※盛岡財務事務所は国の地方出先機関ですので、安心してご相談できま
す。

なります。ぜひ奮ってお申込みください！

■日

時

11月16日(金)

※セミナーのみ御参加の場合無料です。交流会も御参加の場合は、会

■内

容

専門相談員が多重債務等の個別相談に応じます

（セミナー・交流会とも事前申込要（※）／先着申込順50名まで）
費（1,500円）を当日いただきます。
■日

時

■場

所

■内

容

11月17日(土）13：30 ～ 16：00（交流会
道の駅くじ

16：15 ～ 17：15）

やませ土風館多目的ホール（久慈市中町二丁目5-6）

■会

まちに魅力のあるコンテンツを創る！～自分の想いを形にするため

の考え方と方法～

・フリーディスカッション

・講師を交えての交流会（事前申込）
■申込方法

次のいずれかの方法により、申込期限の11月９日(金)までにお申込みく
ださい。

①参加申込書（※）に必要事項を記入のうえ、メール・ＦＡＸ・郵送
※県のＨＰにあります。

②メール・ＦＡＸに、必要事項（①氏名②性別③住所④電話番号⑤ＦＡ
Ｘ⑥メール⑦交流会の出欠⑧所属・団体等⑨職名）を記載のうえ、申込

（⑧・⑨は該当がある場合のみ）
■問い合わせ・申込先

岩手県商工労働観光部経営支援課（押切・立花）
☎019-629-5546
メール
ＦＡＸ

AE0002＠pref.iwate.jp
019-629-5549

郵送：〒020-8570

盛岡市内丸10-1

東北財務局盛岡財務事務所理財課
☎019-622-1637

多重債務相談窓口

二戸地域傾聴ボランティア養成講座

・取組事例報告①（高橋哲也氏）
・取組事例報告②（梅田浩司氏）

必要に応じ、弁護士等の専門家に引き継ぎます

※平成30年11月15日（木）正午まで予約を受け付けます

あなたの心ひとつでまちが変わる！～私だからこそできること～

たにパラダイム転換をもたらす「エリア価値」の視点～

町防災センター１階会議室

場

■予約先

・基調講演（小堀薫子氏）

空き物件を活用したまちの創造～借り手・貸し手の立場から／あな

11：00 ～ 15：00

■開催回数

３回コース

■募集定員

30名

二戸地区合同庁舎

■開催場所
■申込期限

◎プログラム
日

１

２

３

11月７日(水)

13：30 ～ 16：00

11月21日(水)

13：30 ～ 16：00

11月30日(金)

13：30 ～ 16：00

■申込先

※費用は無料

11月１日(木)

時

３階

機能訓練室

※２回以上受講した方には修了証授与

◇ 開講式

内

容

◇ 講義

講

二戸保健所

師

岩手県立一戸病院
坂本俊平氏

「自殺対策の現状と課題について」 精神科医師
「こころの病気の理解と対応」

岩手県精神保健福祉
センター 心理判定員
「聴くということ～受容と傾聴～」 上田光世氏

◇ 講義・演習

◇ 講義・グループワーク

「ボランティアとしての心構え」

◇ 閉講式

二戸保健所

☎23-9206

一戸町社会福祉協議会
係長 米田 修治氏
二戸管内市町村
傾聴ボランティア代表

