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アロマワックスバー手芸教室

町民文化祭に展示する作品を公募
町民文化祭第40回記念事業「展示部門」
（11月２日～４日）の展示作品の公募を行
います。ふるってご応募ください。

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

アロマワックスバーとは、火を使わない香りのキャンドルのことです。
「ろう」を溶かして香りを付け、ドライフラワーなどで飾り付けします。
壁やドアノブに掛けたり、置いておくだけで見た目と香りを楽しむこと
が出来ます。

■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(水)までに、電話・ファックスなどで申し込みください。
※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）

◎文芸作品（随筆、詩、短歌、俳句、川柳など）

みなさんと一緒に作ってみませんか。
■日

時 10月２日(水)

■会

場 町立図書館

■対

象 一般

10:00 ～ 12:00

■材料費 ６００円
■定

員 先着15名

■持ち物 手拭用タオル
■申込期限 ９月24日(火)
※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

■問い合わせ・申し込み 町立図書館

☎４６－４３３３

◎その他
■作品の搬入搬出等
搬入：10月31日(木) ９:00 ～ 16:00
搬出：11月５日(火) ９:00 ～ 12:00

公式facebookを開設しました!!

場所：中央公民館
■展示会場 中央公民館
■問い合わせ 教育委員会事務局・生涯学習担当
☎４６－４７４４

FAX ４６－３０５０

軽米町は、９月１日に公式フェイスブック(Facebook)を開設しまし
た。フェイスブックは、ソーシャルメディアの１つで、インターネット
上でさまざまなつながりを作り、情報の発信や共有を行うことができま
す。これから町の魅力やお知らせをどんどん発信していきますので、ぜ
ひチェックしてみてください。

軽米町畜産共進会

※広報担当が取材で撮影した写真は、広報紙だけでなく、フェイスブックなど町の
広報活動に使用させていただきます。ご協力をお願いします。

→ページ
町内の生産者が丹精込めて飼育した黒毛和種繁殖雌

https://www.facebook.com/karumai.iwate/

■問い合わせ 総務課・企画担当

☎４６－２１１１

牛、馬など70頭余りが出品されます。
また、当日は北いわて和牛改良組合軽米支部が牛肉
を格安で販売いたします。数に限りがありますので、お誘いあわせの上、
お早めにご来場ください。
■日

時 ９月28日(土)

■会

場 軽米家畜市場（ハートフル・スポーツランド隣り）

開会式：９:00 ～

審査：９:30 ～

違反建築防止週間

表彰式：13:00 ～

■問い合わせ 産業振興課・農林振興担当  ☎４６－４７４０

10月15日(火)から10月21日(月)まで、違反建
築防止週間を実施します。県では、週間行事の一
つとして建築物が法に適合した状態で建てられて
いるかどうか、10月18日(金)に県内を公開一斉パ
トロールします。

秋の農作業安全運動スローガン

まずはワンチェック、ワンアクションで農作業安全

現在、建築工事中の方は、現場の見やすいところに確認表示板が掲示
されているか、設計図書が現場に備えられているか確かめてください。
建築工事が完了していて、完了検査申請書を提出していない方は、至急
手続きを進めてください。

９月15日(日)から11月15日(金)まで秋の農作業
安全月間です。秋の農繁期は農業機械による作業の
頻度が高まることや、夕暮れが早いことから、農作
業事故が発生しやすい時期です。
夜光反射材を付け、早めのライト点灯に心がける
など、一人ひとりが注意を払い、農作業事故防止に努めましょう。

また、構造基準を満たしていないブロック塀などは、地震時に倒壊の
恐れがあります。塀の所有者は自主点検を行い、危険性を感じた場合
は、建築士などの専門家へ相談し、適切な補修などを行いましょう。
※なお、この週間中、県北広域振興局二戸土木センター内に建築相談所を設置し、
住民の皆さまのご相談にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

■問い合わせ 県北広域振興局 二戸土木センター ☎２３－９２０９
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農業を始めたい方に向けた
就農相談会

ミレットパークで健康づくり
■日

時 ９月27日(金)

■会

場 ミレットパーク

■内

容

11:00 ～ 13:00

11:00 ～ 16:15

相談料無料、予約不要ですので、当日会場へ
お越しください。

調理実習と会食
「バランス良く、簡単につくろう」

13:30 ～ 15:00

時 ９月29日(日)

楽しく運動しよう（雨天時は施設内での運動）
「ウォーキングポールでミレットを歩こう！」
講師：NPOスポーツウェルネス
古舘

15:15 ～ 16:15

■日

麻衣子インストラクター

講話「糖尿病ってどんな病気なの？」
講師：軽米病院
君成田

糖尿病看護認定看護師
大

氏

10:30

健康ふれあいセンター出発

帰り

16:30

ミレットパーク出発

■申込期限 ９月20日(金)まで

就農ガイダンス

11:30 ～ 14:00

個別相談会

■会

場 カシオペアメッセ  なにゃーと  ３階会議室

■内

容

◎就農希望者向け
就農までの流れ、制度や資金、研修等による技術習得、農地の確保など

◎新規就農者向け
経営計画変更、制度や資金など

※当日は、町のバスで送迎します。
行き

11:00 ～ 11:30

■問い合わせ 産業振興課・農政企画担当

☎４６－４７３９

※先着30人

※「かるまい健康ポイント( １点)」の対象となっています。
かるまい健康ポイントについては、配布チラシをご覧ください。
■問い合わせ 健康福祉課・健康づくり担当
(健康ふれあいセンター内)

☎４６－４１１１

国保の保険証が10月1日から更新
国民健康保険の保険証が更新になり、新し
い保険証を9月20日頃から順次郵送します。

軽米秋まつりのお知らせ
■日 程
９月14日(土)

八幡宮例大祭
13:00～
神輿渡御、山車運行
15:00～19:00
９月15日(日) 消防演習
７:30 ～12:30
軽米音頭流し踊り
17:00～20:00
(軽米小マーチングバンド)
９月16日(月) 神輿渡御、山車運行
15:30～19:00
※流し踊りや神輿・山車運行時は、沿道の皆さんの照明や観覧のご協力
をお願いします。
※軽米音頭流し踊りは、蓮台野(軽米タクシー前)～新町(リカー＆フー
ズこばやし前)となります。
※臨時駐車場として、かるまい交流駅(仮称)予定地がご利用できます。
※期間中は時間帯により、交通規制が行われます。
※交通規制の時間帯は、路線バスも迂回運行となりますので、臨時バス停
をご利用ください。詳しくはチラシをご覧ください。
■問い合わせ
軽米秋まつり実行委員会事務局 ☎４６－４７４６

新しい保険証は桃色です。
今回送付する保険証は令和元年8月31日時
点で国保へ加入している方と、９月中に国保
加入の手続きをされた方に交付します。既に
他の保険へ加入するなど、保険証が変更となっている方で国保脱退の手
続きがお済みでない方は、早急に町民生活課で手続きをお願いします。
(国保を脱退する時は、必ず保険証を返還してください)
※有効期限が切れた保険証は町民生活課へ返却いただくか、はさみで細かく
切るなどして破棄してください。
※保険証の内容に誤りがある場合には、町民生活課で訂正の手続きを行って
ください。

■問い合わせ 町民生活課・町民生活担当

☎４６－４７３４

行政書士による無料相談
岩手県行政書士会では、「相続、遺言、外国人の
国籍、土地の活用、自動車に関すること、各種事業
の許可申請、各種書類の作成」など、皆さんの毎日
の暮らしや事業に役立つ行政手続きについて、無料

忘れちゃいけない 「自賠責」
平成30年の全国の交通事故発生件数は約43万
人、死傷者は約53万人と交通事故は、いつどこで
起こるかわからない深刻な状況です。
自賠責保険・共済は、全ての自動車に加入が義務
付けられており、加害者の賠償責任を担保すること
で、被害者の基本的な賠償を保障する制度です。
一人一人が、より自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払
いのしくみなどを十分に理解・認識することが大切です。

相談会を開催します。
◎無料相談会
■日

時 10月５日(土)

■会

場 二戸市シビックセンター１Ｆ

10:00～15:00
ミーティング

（二戸市石切所荷渡６－２）
◎電話相談会
■日

時 10月１日(火)

10:00～16:00

岩手県行政書士会事務局
■問い合わせ
岩手県行政書士会事務局

☎０１９－６２３－１５５５

（盛岡市菜園１－３－６

農林会館５Ｆ）

