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し あ わ せ の 郷 九 戸 村

広報

お知らせ版

くのへ
☎ 42-2111 内線 253

平成 28 年 11 月 23 日に盛岡市内で回収された死亡白

鳥から、県内で初めて高病原性鳥インフルエンザウイル

No.104

小型除雪機を
貸し出します

高病原性鳥インフルの予防
農林建設課生産振興班

2016.12.14

農林建設課地域整備班

☎ 42-2111 内線 282

村では、地域の生活道路・歩道または、一人暮らしの

スが検出されました。県内での発生を防ぐため、次の衛

高齢者世帯の除雪活動を行う行政区、自治会団体を対象

■家庭で飼われている鶏などの「家きん」
について

しを行います。除雪機の

生対策に協力ください。

①飼育施設の破損部位を修繕し、防鳥ネットで覆うこと。
餌箱は常に施設内に置き、散乱した餌の清掃を行うこと。
②家きんに触れる際には、手指をよく洗浄すること。

③飼育施設の周囲は消石灰を散布（１㎡当たり１kg）
す
るなど、消毒を行うこと。

④飲み水には水道水を使用し、野鳥が飛来する池や川の
水を用いないこと。

に、小型除雪機の貸し出
利用を希望する団体は平

成 28 年 12 月 28 日（水）
までに、農林建設課地域
整備班まで申請してくだ
さい。

■貸出対象 行政区、自治会など団体
■貸出台数 ５台（小型除雪機）

■貸出期間 平成 29 年３月 31 日まで
（１団体１台まで）

■野鳥について

■その他 台数に限りがあります。申込数が多い場合、

①野生動物には素手で触れないこと。
②野鳥への餌やりは行わないこと。

家きんや野鳥の異常を発見した場合は、問い合わせ先ま
で連絡をお願いします。
■問い合わせ

農林建設課生産振興班（☎ 42-2111 内線 253）

小型除雪機の貸出要領に基づき決定します。また、利用

する際の注意事項などありますので事前に確認くださ
い。

■申し込み・問い合わせ

農林建設課地域整備班（☎ 42-2111 内線 282）

乗り合いバス
年末年始の運行

交通安全祈願祭
二戸地区交通安全協会九戸分会役員

☎ 42-2050

二戸地区交通安全協会九戸分会では、交通安全祈願祭

を次の通り行います。

県北バス伊保内支所

☎ 42-2211

岩手県北バスでは平成 28 年 12 月 29 日から平成 29

■日時 １月６日（金） 午後２時～

年１月３日までの間、伊保内支所管内の乗り合いバスを、

■問い合わせ 二戸地区交通安全協会九戸分会役員（山

行しますので、ご利用の際はあらかじめ了承ください。

■場所 村山村開発センター

口則雄宅☎ 42-2050、荒田光雄宅☎ 43-2057、小野寺佳
正宅☎ 42-3708）

平日・土日祝日を問わず、すべて土日祝日のダイヤで運
■問い合わせ

県北バス伊保内支所（☎ 42-2211）

村のこよみ 12・1 月

日にち
行 事 名
12・16 ㊎ 幼児教室
19 ㊊ 国民年金・年金相談会
村営くのへスキー場安全祈願祭・開場式
子育てサロン「はまなすっ子広場」
21 ㊌
乳児・１歳６カ月・２歳児健診
ブックスタート事業
23 ㊎ 村営くのへスキー場オープン（予定）
27 ㊋ 冬休み寺子屋九曜塾（～28日まで）
1・3 ㊋ 道の駅おりつめオドデ館初売りの会
村交通指導隊初点検式
4 ㊌ 村地域安全推進隊出動式
新年交賀会
5 ㊍ 村地域子ども読書会（～６日まで）
新春書き初め大会
8 ㊐
村消防団出初式
11 ㊌ おしゃべりサロン「ひだまり」
13 ㊎ デイケア
15 ㊐ 村婦人のつどい
18 ㊌ 乳児・３歳児健診

時 間
9：30
10：00
10：00
10：00
13：00
14：15
9：00
9：00
13：15
13：30
16：00
9：00
10：00
10：00
9：30
12：30
13：00

場 所
保健センター
村山村開発センター
村営くのへスキー場
村総合福祉センター
保健センター
保健センター
村営くのへスキー場
ＨＯＺホール
道の駅おりつめオドデ館
第２会議室
第２会議室
ＨＯＺホール
村内
ＨＯＺホール
伊保内小学校校庭
街の駅「まさざね館」
保健センター
ＨＯＺホール
保健センター

祝日のゴミ収集
小倉から細屋地区において、毎週

金曜日に行われている燃えるごみの
収集は、23 日が祝日のため、下記の

通りとなりますのでお知らせします。

■収集区域 小倉、長興寺上・下、

大向、五枚橋、荒田、雪屋、田代、
柿の木、江刺家上・下、道地、丸
木橋、山屋、細屋

■燃えるごみの収集日

12 月 23 日㊎→ 12 月 27 日㊋

■問い合わせ 住民生活課保健衛生

班（☎ 42-2111 内線 123）

※村公民館・村体育センター年末年始休館日 12 月 29 日（木）～１月３日（火）

みんなでお話しませんか？
おしゃべりサロンひだまり
住民生活課保健衛生班

☎ 42-2111 内線 122

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、仲間づくりにきてください。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 １月 11 日（水）

■場所 街の駅まさざね館

午前 10 時～ 11 時 30 分

■内容 血圧測定、参加者の交流

※傾聴ボランティア「はまなす」
とは、みんなの話を聞
くことを目的とする会のことです。

■問い合わせ

住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 122）

相談員が伺います
心の悩み健康相談
地域活動支援センターのぞみ

☎ 32-2921

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 １月 13 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）

合同企業面談会
就職フェア 2017
二戸地域雇用創造協議会

☎ 23-7350

二戸地域の企業への就職を目指す人を対象にした、合

同企業面談会があります。この機会をぜひ活用ください。
■日時 １月 27 日（金）

午後１時～午後４時

■場所 二戸ロイヤルパレス

■対象 二戸地域に就職を希望する人
■参加費 無料
■問い合わせ

二戸地域雇用創造協議会（☎ 23-7350）

身体障がい者向け
補装具の巡回相談
住民生活課地域福祉班

☎ 42-2111 内線 202

■日時 １月 27 日（金） 午前 11 時～午後２時
（受け付け：午前 11 時 30 分まで）

■場所 二戸市総合福祉センター
■内容 義肢・装具等補装具

※専門の医師が相談に応じます。

■申し込み期限 １月 18 日（水）
まで
■申し込み・問い合わせ

住民生活課地域福祉班（☎ 42-2111 内線 202）
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