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　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、仲間づくりに来てください。傾聴ボラ
ンティア「はまなす」の会員が交代でいます。
■日時　10月10日（水）
　　　　午前10時～午前11時30分
■場所　街の駅「まさざね館」
■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）

相　　　　　　　　談

話しませんか？
おしゃべりサロン

　通行止めによって運休中の、伊保内～（来田）～一戸
までの代替バスに関するお知らせです。代替措置として、
乗り継ぎ便を運行します。
■期間　当面の間
■ルート　伊保内～二戸駅前（乗り継ぎ）～一戸
【運休区間】
　伊保内支所（8：30）～イコオＳＣ（9：27）
　イコオＳＣ（16：12）～伊保内支所（17：00）
【代替バス時刻表】

伊保内支所二戸駅前イコオＳＣ

朝 毎　日
① 7：49 → 8：42
↓ ↓
②（子どもの森行き） 9：00 → 9：20
イコオＳＣ 二戸駅前 伊保内支所

夕

平　日
① 15：15 → 15：40 （子どもの森発）
↓ ↓
② 16：45 → 17：25

土日祝
① 16：25 → 16：45 （子どもの森発）
↓ ↓
② 17：40 → 18：20

■運賃等　運賃は乗り継ぎ券を発行し、運休中の路線と
同一バス停は同一運賃とします。
※乗り継ぎ券は、同日の乗り継ぎ便の①から②に限り
有効です。また、最初に乗った①のバスで、二戸駅前で
の降車の際、運賃の精算（乗車地から目的地まで）と引
き換えとします。後から乗車した②のバスでは、降車の
際に乗り継ぎ券を運転士に渡してください。
※乗り継ぎ券の紛失に注意してください。
■問い合わせ
　岩手県北バス一戸営業所（☎33-2231）
　岩手県北バス伊保内支所（☎42-2211）

お　　知　　ら　　せ

伊保内・一戸間
代替バスを運行

　交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるもの
の、平成29年の事故発生件数は約47万件、死傷者数
は約58万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加
害者にもなりうる極めて深刻な状況となっています。
　自賠責保険・共済は、すべての車やバイク1台ごとに
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。
　また、自賠責保険・共済は、万が一の自動車事故の際
の対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべて
の自動車に加入が義務付けられています。自賠責保険・
共済なしで運行することは法令違反です。
■問い合わせ
　国土交通省東北運輸局岩手運輸支局　輸送・監査部門
（☎019-638-2155）

お　　知　　ら　　せ

必ず加入しよう
自賠責保険と共済
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村のこよみ９・10月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
9・20 ㊍ 九戸政實杯グラウンドゴルフ交流大会 9：00 村総合運動場

23 ㊐ 村民体育大会（駅伝競技） 8：00 国道340号
ふるさと創造館まつり 10：00 ふるさと創造館

25 ㊋ 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
27 ㊍ 生涯学習アカデミー（移動教室） 9：00 田野畑駅～久慈駅
28 ㊋ 幼児教室 9：30 保健センター

10･1 ㊊ 特定健診（～14日） 9：30 村内各施設
2 ㊋ 女性教室（移動教室） 8：00 岩手網張温泉
6 ㊏ 九曜塾（きのこ採り） 9：30

7 ㊐
村家庭婦人バレーボール大会 8：30 村体育センター
戸田かぼちゃ祭り 9：30 戸田小学校校庭
伊高祭 10：00 伊保内高等学校

9 ㊋ 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

10 ㊌ 村民トレッキング 6：00 暗門の滝
おしゃべりサロン 10：00 街の駅まざざね館

17 ㊌ ブックスタート事業 13：30 保健センター
乳児健診 13：45 保健センター

　

心の悩み相談

　相談員が伺い、心の悩み・健康
相談に応じます。
　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　10月19日（金）
　　　　午前９時30分～正午
■場所　村山村開発センター
■申し込み・問い合わせ
　地域活動支援センターのぞみ
　（☎32-2921）

■日時・内容
日付 内容 時間

９月 25日
（火）

多様な性ってなんだろ
う？

午前 10時～
（90分）

メディア・リテラシーと
ジェンダー

午後０時 30分～
（90分）

性と生殖に関する健康
と権利を考える

午後２時 10分～
（90分）

10月６日
（土）

農林水産業における女
性の参画

午前 10時～
（90分）

政策方針決定過程への
女性の参画

午後０時 30分～
（90分）

東日本から熊本への知
見共有の現状

午後２時 10分～
（110 分）

11月１日
（木）

男女共同参画視点での
まちづくり

午前 10 時 30 分～
（90分）

■場所
　いわて県民情報交流センター（アイーナ）
■費用
　資料代として１講座につき１００円
■申し込み・問い合わせ
　岩手県男女共同参画センター（☎019-606-1761）
※申込用紙は村教育委員会にもあります。

開　　　　　　　　催

サポーター養成講座
公開講座を開催します

　女性を対象に、ＯＡ機器技術講習を開催します。
■募集期限　10月17日（水）
■内容　パソコンの基本操作およびExcel2016の基礎
■講習日時　11月１日（木）～11月30日（金）のうち
21日間　午前10時～午後４時
■費用　テキスト代・保険料として8,186円
※表計算3級受験の場合、別途5,250円
■会場　二戸地域職業訓練センター
■申し込み・問い合わせ
　二戸地域職業訓練センター（☎23-3040）

募　　　　　　　　集

OA機器技術講習
女性を対象に募集

　舞台けいこの様子など、文士劇の舞台裏が見学できま
す。また、セリフを叫んだり、小道具を使った殺陣に挑
戦したりなど、さまざまな体験メニューも用意します。
■日時　９月24日（月）午後1時30分～午後5時
■場所　市民文化会館大ホール
■問い合わせ　二戸市民文士劇実行委員会（☎37-
2116）

イ　　ベ　　ン　　ト

二戸市民文士劇の
公開けいこを開催


