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申告用のバスを運行します
２月13日(水) ～３月15日(金)までの日程で申告相談を行います。
下記のとおり申告用のバスを運行しますのでご利用ください。

◎ 小玉川地区　⇔　小軽米出張所
　　　　　　　　２月15日(金) ９：00 ～

◎ 笹渡地区　⇔　町農村環境改善センター
　　　　　　　　２月22日(金) ９：00 ～

◎ 円子地区　⇔　町農村環境改善センター
　　　　　　　　３月８日(金) ９：00 ～

◎ 山内地区　⇔　晴山出張所
　　　　　　　　２月20日(水) ９：00 ～

◎ 米田地区　⇔　町農村環境改善センター
　　　　　　　　３月７日(木) ９：00 ～

停留所
(大野軽米線バス停) 発着時刻

 旧小玉川小中学校 発 ８：45
 小玉川口 ８：50
 大　平 ８：55
 井戸渕 ９：00
 八木沢口 ９：05
 小軽米出張所　　着 ９：10

停留所
(コミュニティバス停) 発着時刻

 笹　渡 　　　　発 ８：55
 旧笹渡小中学校入口 ８：57
 笹渡農構センター前 ８：59
 大道口 ９：01
 猫屋敷 ９：03
 高　柳 ９：05
 細谷地 ９：07
 軽米町役場　　　着 ９：25

停留所
(県北バス停) 発着時刻

 生活改善センター  発 ８：40
 鹿倉口 ８：42
 野　中 ８：44
 宮沢入口 ８：49
 大沢公園前 ８：54
 日　向 ８：56
 大　沢 ８：58
 蛇　口 ９：00
 旧円子小学校前 ９：02
 板　橋 ９：12
 軽米町役場　　　着 ９：25

停留所
(町民バス停) 発着時刻

 狄　塚　　　　　発 ８：45
 駒　板 ８：47
 新井田 ８：49
 上新井田 ８：51
 和当地 ８：53
 平　口 ８：55
 山内地区交流センター前 ８：57
 谷地渡 ８：59
 大久保 ９：01
 貝　喰 ９：03
 晴山出張所　　　着 ９：10

停留所
(コミュニティバス停) 発着時刻

 民田山　　　　　発 ８：45
 中　村 ８：47
 薊　内 ８：49
 旧米田小学校前 ８：51
 牛ヶ沢 ８：53
 横　羽 ８：55
 米　田 ８：57
 大久保口 ８：59
 蜂ヶ塚 ９：01
 軽米町役場　　　着 ９：15

停留所
(町民バス停) 発着時刻

 晴山出張所　　　発 11：20
 貝　喰 11：27
 大久保 11：29
 谷地渡 11：31
 山内地区交流センター前 11：33
 平　口 11：35
 和当地 11：37
 上新井田 11：39
 新井田 11：41
 駒　板 11：43
 狄　塚　　　　　着 11：45

停留所
(コミュニティバス停) 発着時刻

 軽米町役場　　　発 11：20
 蜂ヶ塚 11：34
 大久保口 11：36
 米　田 11：38
 横　羽 11：40
 牛ヶ沢 11：42
 旧米田小学校前 11：44
 薊　内 11：46
 中　村 11：48
 民田山　　　　　着 11：50

停留所
(大野軽米線バス停) 発着時刻

 小軽米出張所　　発 11：20
 八木沢口 11：25
 井戸渕 11：30
 大　平 11：35
 小玉川口 11：40
 旧小玉川小中学校 着 11：45

停留所
(コミュニティバス停) 発着時刻

 軽米町役場　　　発 11：20
 細谷地 11：38
 高　柳 11：40
 猫屋敷 11：42
 大道口 11：44
 笹渡農構センター前 11：46
 旧笹渡小中学校入口 11：48
 笹　渡　　　　　着 11：50

停留所
(県北バス停) 発着時刻

 軽米町役場　　　発 11：20
 板　橋 11：33
 旧円子小学校前 11：43
 蛇　口 11：45
 大　沢 11：47
 日　向 11：49
 大沢公園前 11：51
 宮沢入口 11：56
 野　中 12：01
 鹿倉口 12：03
 生活改善センター　着 12：05
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※バスは町民バス(チューリップバス)を使用する予定ですが、急きょ
　使用できない場合は代わりのバスになりますのでご注意ください。

  ■問い合わせ
  　税務会計課・課税担当　☎４６－４７３７



お知らせ版335号裏面

農業委員・農地利用最適化推進委員を
募集しています！

第17回生涯学習フェスティバルの
お知らせ！！

だれでも参加できる市民セミナー

「この町で、安心して、ずぅっと暮らしたい」
ピヨピヨ広場に来てみませんか？

健康増進ボウリングスクール

　平成31年３月31日の任期満了に伴
い、農業委員・農地利用最適化推進委員
を募集しています。町の農業、農地利用
最適化※の推進に熱意のある方の応募と
推薦をお願いいたします。

■日　時　２月３日(日) 　午前８：30　開場
   　午前９：30　開演
■会　場　農村環境改善センター
※運営協力金500円をお願いしています。
■出　演　
・観音林ちから太鼓　　　　・軽米幼稚園　　　・晴山保育園　　
・軽米中学校吹奏楽部　　　・軽米ソーラン愛好会　・北栄会　　
・大正琴クラブ　　　　　　・つくしの会　　　・山内神楽　　
・小軽米よさこい連「月燦」・円子よさこい組「どっこいしょ」　
・演劇衆団「伝楽坐」　　　   ・軽米高等学校音楽部、吹奏楽部
　ほか個人出演も盛りだくさんの内容です。
※軽米町体育協会の表彰も併せて行います。
■出　展　　書道、写真、絵画など
■ボランティア募集
前日と当日のボランティアを募集しています。
　２月２日　会場設営　９：00～12：00
　２月３日　運営等　　８：30～16：30
皆様のご来場をお待ちしております。
■問い合わせ
教育委員会事務局　生涯学習担当　☎４６－４７４４

　終
しゅうかつ

活や成
せ い ね ん

年後
こ う け ん

見制
せ い ど

度のお話や地域の
現状について、講演や演劇により分か
りやすくご紹介いたします。
■日　時　２月20日(水)　13：30～16：30
■会　場　二戸市シビックセンター　１階 ホール
■内　容（参加費は無料）
☆講　演　「私らしさを実現する終活を今から考える～任意後見活用
　　　　　　による意思決定～」
　　　　　　講師：石輪ＦＰ事務所　代表　石輪成人氏
☆報　告　「地域資源としてのカシオペア権利擁護支援センター」
　　　　　　報告者：ＮＰＯ法人カシオペア権利擁護支援センター
☆演劇で知る成年後見制度
「友蔵の想いを実現する任意後見制度！」　劇団：友蔵と仲間たち
※当日は町民バスを運行いたします。バスの利用を希望される方は、２月12日までに

下記へお申込みください。なお、バスの申込は先着順で定員になり次第締め切りますの

で、ご了承ください。

■バス運行予定

■申込・問い合わせ
健康福祉課・福祉担当　☎４６－４７３６　FAX：４８－１０６１

～２月のイベント～
　○２月１日(金)　「豆まき会」　11：00～12：00
　　みんなで鬼を退治して、一年の健康を願いましょう！

　○２月６日(水)　「親子遊びと講話」　11：00～12：00
　　乳児健診などでお世話になっている木村純子先生と、親子で一緒に遊んだ　

　　り、お話を聞いたりしましょう！（２月４日(月)までの申し込みが必要）

■問い合わせ　ピヨピヨ広場　☎４６－２４９７
　　　　　　　※毎週月・水・金の10：00～15：00まで開設

■開催日時（以下４コースのいずれかから選び、申し込みください）
月曜スクール　２月18日(月)から毎週（全５回）
　　　　　　　午後コース　13：30～15：30
　　　　　　　夜コース　　20：00～22：00
木曜スクール　２月14日(火)から毎週（全５回）
　　　　　　　午前コース　10：00～12：00
土曜コース　　２月16日(土)から毎週（全５回）
　　　　　　　午前コース　10：00～12：00
■会　場　ゆりの木ボウル(八戸市)
■受講料　無料（初回のみテキスト代、保険料として500円かかります）
■問い合わせ　健康増進ボウリング教室ゆりの木ボウル事務局
　　　　　　　☎０１７８－４５－１０２２（担当 小笠原）

※農地利用最適化とは…担い手への農地等の集積・集約化、耕作放棄地の発生防

　止・解消、新規就農・農業参入への支援などの活動のことです。

■募集人員　　農業委員　10人
　　　　　　　農地利用最適化推進委員　10人
■任　　期　　平成31年４月から３年間
■募集期間　　２月15日(金)まで
■応募方法　　
推薦書又は応募書に必要事項を記載のうえ書面で提出してください。
※様式については、ホームページをご覧いただくか、産業振興課（農業委員会窓

　口）で配布します。

■提出先　　産業振興課・農業委員会事務局
■留意事項　
・農業委員および農地利用最適化推進委員には、同時に応募（推薦）
　することができますが、両方の委員になることはできません。
■問い合わせ
産業振興課・農業員会事務局　☎４６－４７３９（内線215・223） 

行き 帰り
12：40 軽米町役場発 16：40 二戸市シビックセンター発
12：50 晴高どんどん市場 17：05 ミルみるハウス
12：55 ミルみるハウス 17：10 晴高どんどん市場
13：20 二戸市シビックセンター着 17：20 軽米町役場着


