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広報

お知らせ版

くのへ
募

ンサスを実施しています。

次代につなぐ豊かな農林業のために、農林業の今

を知るための統計調査にご協力ください。
■調査期間 １月中旬～２月下旬

※調査の対象者に、調査員が伺います。また、オン
ライン調査も実施しています。

■対象者 一定規模以上の農地や山林を所有してい
る人

■問い合わせ 総務企画課地域振興班（☎ 42-2111
内線 172）

No.141
集

村営住宅の
入居者募集

農林業センサスに協力を
農林水産省では、１月中旬から2020年農林業セ

2020.1.22

村では、３か所の村営住宅で入居者を募集します。入

居希望者は、次の事項をよく読んで申し込んでください。
■募集要項

【募集住宅】

○村営住宅荒谷団地（木造平屋２ＬＤＫ）
…１戸

○村営住宅第２小倉団地（木造平屋２ＬＤＫ）
…１戸
○村営住宅長興寺団地（木造平屋２ＬＤＫ）
…１戸

※荒谷団地はシャワー・給湯設備、第２小倉団地はシャ
ワー・浴槽・給湯設備がありません。

【入居時期】 令和２年２月下旬

【家賃】 入居世帯員構成および世帯員の所得に応じて決
募

集

生活改善グループ直伝
乾物を使った料理作り
村生活改善グループでは、味彩の会を開催します。今

回は、乾物を活用した料理を作ります。野菜の保存方法

や調理法、漬物の漬け方など昔ながらの知恵も教えます。
誰でも参加できますので、お誘いあわせの上、ぜひ気

軽に参加してください。

■日時 ２月 13 日（木）

午前 10 時～午後０時 30 分

■場所 山村開発センター調理室
■内容 乾物を使った料理
■費用 500 円程度

■申込期限 ２月４日（火）

■申し込み・問い合わせ 村生活改善グループ事務局（☎
42-2111 内線 243、担当：大谷）

定します（入居後も変動あり）
。

【敷金】 家賃の３か月分

【連帯保証人】 村内に居住する２人が必要となります。
■入居資格

①現に同居し、または同居しようとする親族がある人。
②現に住宅に困窮していること。③政令で定める収入基
準に適合していること。④国税・地方税など滞納してい
ないこと。
■募集期間

１月 22 日（水）～２月５日（水） ※土・日・祝日除く。

午前８時30分～午後５時30分 ※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（本籍、続柄が表示されたもの）

③平成 31 年度所得証明書（入居希望者全員分）
④平成 30 年度納税証明書（入居希望者全員分）
■申し込み・問い合わせ

農林建設課地域整備班（☎42-2111内線283）

募

集

お

知

ら

せ

くのへスキー場の
営業時間について

明るい選挙啓発習字
コンクール作品募集
明るい選挙推進運動の一環として、村内在住の小中学

今シーズンの営業時間は以下のとおりとなります。な

生を対象に、九戸村明るい選挙啓発習字コンクール（村

お、天候やコース状況により営業時間を変更する場合が

を募集しています。

ジをご覧ください。

選挙管理委員会、村明るい選挙推進協議会主催）
の作品

■営業時間

■応募資格 村内在住の小学生・中学生
■応募期限 ２月５日（木）

■募集作品 要項は、次のとおりとなっています。

【課題】

区

分

課

小学校１・２年 白ばら

題

小学校３・４年 投票

小学校５・６年 清き一票

中学校

明るい選挙

楷書

ありますので、滑走の状況については、村のホームペー

書

体

楷書

≪毎週月曜日～水曜日・日曜日≫
午前９時～午後４時

≪毎週木曜日～土曜日≫
午前９時～午後８時

■問い合わせ 村営くのへスキー場（☎42-2366）

楷書

お

楷書または行書

【応募上の注意】

ら

せ

確定申告会場は
２月 17 日開設

【寸法】 半紙（33.5cm × 24.5 ㎝以内）
【応募点数】 １人につき１点

知

二戸税務署では、確定申告書の作成会場を次のとおり

①作品には、左側に学校名、学年、氏名を記入のこと。

開設します。

②応募作品に関する権利はすべて主催者側に属すること

■日時 ２月 17 日（月）
～３月 16 日（月）

※学校名はゴム印などを使用することができます。

とし、明るい選挙の啓発に利用させていただきます。

■申し込み・問い合わせ 選挙管理委員会事務局（☎
42-2111 内線 181）
募

集

全国の仲間と一緒に
与論島で思い出作り
国際青少年研修協会では、ちびっこ探検学校ヨロン島

の参加者を募集しています。

今度の春休みは、思い出に残る楽しい体験をしに、暖

■場所 二戸税務署１階会議室
午前９時～午後５時

■その他

①会場を利用するときには、開設時間内に申告書を作成

できるよう、午後４時前の来場にご協力ください。なお、
混雑状況によっては、早めに相談受付を終了する場合が
ありますので、ご了承ください。

②確定申告などの提出時には、
毎回
「マイナンバーの記載」
と「本人確認書類の提示または写しの添付」
が必要です。
■問い合わせ 二戸税務署総務課（☎23-2701）
※自動音声案内で「２」を選択。

かな南の島ヨロン島に行きませんか。

開

■期間 ３月 26 日（木）
～４月１日（水） ６泊７日

■定員 日本人・在日外国人小学生（小学２年生～６年

催

小中学生作品展示
岩手芸術祭巡回展

■場所 鹿児島県大島郡与論町

■内容 民泊での共同生活、野外活動（洞窟探検など）

※土・日・祝日除く。

県内小中学生の普段の学習の中から生まれた書写・美

生） 300 人

術作品を広く鑑賞いただきたく開設します。入場無料で

■参加費（プログラム参加費＋旅費の合計金額）

ます。

■申込締切 ３月５日（木）

【新青森駅】
164,000 円、
【秋田駅】
165,000 円、
【仙台空港】
159,000 円 など

■申し込み・問い合わせ 公益財団法人国際青少年研修
協会（☎ 03-6417-9721）

誰でも鑑賞できますので、皆さんの来場をお待ちしてい
■日時 １月 28 日（火） 午前９時～午後７時
１月 29 日（水） 午前９時～午後１時

■場所 村公民館２階開発ホール

■問い合わせ 村公民館（☎42-2111内線312）

お

知

ら

せ

募

お済みですか
各種予防接種
【成人用肺炎球菌ワクチン】

集

希望郷いわて
モニター募集
県の施策について、広く県民の皆さんから意見を聴き、

成人用肺炎球菌ワクチンの助成対象者には、昨年 7 月

県政運営上の参考とするため、希望郷いわてモニターを

令和 2 年 3 月 31 日までです。それ以降に接種した人は

■職務など 県政課題などに関するアンケートへの回答

に予診票を郵送していますが、令和元年度の助成期間は、
全額自己負担となりますので、早めに接種を済ませてく
ださい。接種希望者は、医療機関に１週間前までに予約
をし、予診票を持参して受診してください。

※九戸地域診療センターでの接種は終了しています。
■ワクチン接種助成対象者

65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、

100 歳（一度接種した人は対象外）

※過去 5 年以内に成人用肺炎球菌ワクチンを接種したこ
とがある人は、副作用が強く出る可能性があるため、接
種の対象とはなりません。

【日本脳炎、麻しん・風しん、二種混合ワクチン】

日本脳炎ワクチン、
MR（麻しん・風しん）
混合ワクチン、

二種混合ワクチンは、対象となる幼児・児童には、今年

度初めに予診票を郵送しています。対象となっている人
で未接種の場合は再度確認し、指定された年齢での接種
を確実に済ませましょう。
■対象者

⚫日本脳炎ワクチン ▽１期初回（２回）
：３歳以上４歳
未満▽１期追加：４歳以上５歳未満▽２期：９歳以上 13

募集します。

（おおむね年 10 回まで）

※回答は郵送またはインターネットどちらか選択。
■募集人員 100 人程度

■任期 令和２年４月１日（水）
～令和４年３月 31 日

（木）
までの２年間

■応募資格 県内在住の満 20 歳以上（令和２年４月１
日現在）
の人で、県政に関心のある人

※次の人は応募できません。①国会議員および地方公共
団体の議会議員②国家公務員および地方公務員

■応募方法 次の事項を記入の上、はがき、ＦＡＸ、Ｅ
メールまたは県ホームページの応募フォームから応募。

【記入事項】
①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）
④性別
⑤生年月日⑥電話番号⑦職業⑧希望する通知方法⑨希望
する回答方法⑩Ｅメールアドレス⑪各種モニターの経験
がある場合、その名称と年度

■応募締切 令和２年２月 28 日（金） ※当日消印有効

■申し込み・問い合わせ 岩手県庁広聴広報課（☎ 019629-5281）

歳未満

⚫ＭＲワクチン ２期：小学校入学前の１年間
⚫二種混合ワクチン 11 歳～ 12 歳

■問い合わせ 住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内
線 123）

相

談

悩み事など聞きます
高齢者なんでも相談
高齢者の皆さん、ご家族の皆さん、毎日の生活の中で

困っている事や悩んでいる事などありませんか。岩手県
高齢者総合支援センターでは、高齢者なんでも相談「シ
ルバー 110 番」
を設置し、相談対応しています。
一人で悩まず、気軽に電話してください。

■時間 月～金曜日 午前９時～午後５時

※土・日・祝日除く。

■相談・問い合わせ 岩手県高齢者総合支援センター（☎
0120-84-8584・☎ 019-625-0110）

募

集

いわて農業入門塾で
農業の基礎知識学ぶ
野菜就農志向者や野菜栽培初心者を対象とした、
「い

わて農業入門塾」
の参加者を募集します。

■実施期間 ５月９日（土）
～ 10 月 24 日（土）
■場所 岩手県立農業大学校

■内容 講義：指定する土曜日（全 11 回、午前 10 時
～午前 11 時 30 分）
／実習：毎週土曜日（全 25 回、午
後１時～午後３時 30 分）

■栽培実習品目 （ミニ）
トマト、なす、ピーマン、ねぎ、
かぼちゃ、にんじん、キャベツ、白菜、大根など

■経費 15,000 円（傷害保険・教材・実習経費）

■募集期間 ２月１日（土）
～３月 25 日（水）
必着

■応募方法 受講申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸま
たは郵送にて申し込み

■申し込み・問い合わせ 県立農業大学校（☎ 019743-2211）

村のこよみ １・２月
日にち

行

事

名

時

間

場

所

献血のお願い

1・23 ㊍ 生涯学習アカデミー・女性教室「合同講演会」 13：30 ＨＯＺホール
24 ㊎ 幼児教室「ぽっかぽか教室」

25 ㊏ 九曜塾「戸の兄弟のまちスキー交流会」

26 ㊐ 新春村づくり推進のつどい
28 ㊋

子育てサロン「はまなすっ子広場」

9：30 村保健センター

9：00 村営くのへスキー場

村献血推進協議会では、全血献

9：30 ＨＯＺホール

血（４００ｍｌ）
を次の通り実施し

10：00 村総合福祉センター

ます。ご協力お願いします。

全血献血
10：45 村保健センター
村教育振興運動集約集会・村PTA研究大会・九戸村
2・2 ㊐
9：00 ＨＯＺホール
民読書の日・九戸村民読書感想文コンクール表彰式
4 ㊋ 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
7 ㊎ デイケア

■日時 １月 28 日（火）
①午前 10 時 45 分～正午

②午後１時 30 分～午後４時 30 分

9：30 村保健センター

8 ㊏ 第25回村小中学校スキー大会

12 ㊌ おしゃべりサロン「ひだまり」

■場所 村保健センター

9：00 村営くのへスキー場

■問い合わせ

10：00 街の駅「まさざね館」

住民生活課保健衛生班

18 ㊋ 生涯学習アカデミー・女性教室「合同閉講式」 10：30 ＨＯＺホール

19 ㊌

乳児健診

13：45 村保健センター

ブックスタート事業

相

（☎ 42-2111 内線 123）

13：45 村保健センター

相

談

くらしとこころの
総合相談会を開催

相談受け付けます
障がい者の悩み事
地域で生活する障がいを持っている人の相談に応じま

談

経済的問題、生活資金、介護、障がい、心身の不調な

す。心配事など、何でも相談してください。

どの悩みを抱える人の無料相談会を実施します。弁護士

■場所 山村開発センター

■日時 ２月 29 日（土）

■日時 ２月３日（月） 午前９時 30 分～正午
■内容 心配事や不安になりやすい事など、何でも相談

や障がい福祉の相談員、保健師などが相談に応じます。
午前 10 時 15 分～午後３時 30 分

ください。

※受け付けは、午前 10 時 15 分から午後２時 30 分まで。

42-2111 内線 123）

■内容 生活資金、借金、介護・高齢者相談、障がい・病気、

■申し込み・問い合わせ 住民生活課保健衛生班（☎

相

■場所 二戸地区合同庁舎２階相談室・会議室

心や体の不調などに関する相談、ＤＶ・虐待相談など
談

悩み事を皆で共有
おしゃべりサロン

■予約 事前予約が必要です。

■申し込み・問い合わせ 二戸保健所保健課（☎ 239206）

お茶を飲みながら、お話しませんか。家庭や体のこと・

介護のことなど心配事から、世間話でも構いません。

一人で悩まず、仲間づくりに来てください。傾聴ボラ

こども救急相談電話
夜間に電話で、子どもの病気や事故のことで相談

ンティア「はまなす」
の会員が交代でいます。

ができる窓口です。経験豊かな看護師がアドバイス

■場所 街の駅「まさざね館」

■日時 年中無休、午後７時～午後 11 時

■日時 ２月 12 日（水） 午前 10 時～午前 11 時 30 分
■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 123）

します。

■電話番号 #8000（局番なし）
または☎ 019-605-

9000
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