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第十四分団
小型ポンプの部を制す

︱二戸地区支部消防操法競技会︱
主な内容

〜

９月11日は県知事・県議会議員選挙…… 〜

農業委員の皆さんを紹介します………………

九戸村職員採用試験を実施します……………

九戸まつりは８月17日〜19日…………………

街の駅
「まさざね館」
開所式………………………

中学生の職場体験学習……………………

未来への第一歩。地域に学ぶ４日間

中学生の職場体験学習
日から

日までの

面的に支援を行っています。

部茂村長︶を発足。村が全

育推進協議会」
︵ 会 長・ 岩

２月に「九戸村キャリア教

ニケーションの大切さを実

方の介助を通して、コミュ

いと思ったから。利用者の

仕事に必要なことを学びた

齢者の方と関わり、福祉の

折爪荘を選んだのは、高

キャリア教育とは、子供

のさまざまな業務を体験

▼

体験を取材。山

下くんが撮影し

た写真と、中学

生の声をご覧く

晴貴 くん・野辺地映紀 くん）

が難しかったです。
（大久保

めする際のピーマンの選別

の草とりなどを体験。袋詰

詰めまでの作業と、ネギ畑

た。ピーマンの収穫から箱

インズファームを選びまし

農業に興味があるのでナ

ナインズファーム

しました。その中の１日

僕が取材しました！

へ配属になったのは山下

中学生 人が
４日間の就業体験
７月
事業所で

場体験を行いました。総務企画課

感しました。
（高倉麻香 さん・

て同級生の職場

４日間、村内の

村役場でも、３人の中学生が職

たちが将来の人生を意欲的

は、広報係とし

九戸中学校の２年生 人が、

年度より国か

Photo & Voice

特別養護老人ホーム折爪荘

働く中学生の

屋形場楓花 さん）

教育の充実のために、昨年

います。そこで、キャリア

戸中学校︶の指定を受けて

対象校は江刺家小学校と九

リア教育支援事業」︵３か年・

ら「発達段階に応じたキャ

本村は、

求められている
キャリア教育の推進

一歩を踏み出しました。

事に取り組み、社会への第

味のある事業所を選んで仕

事業所の中から、自分が興

内にあるさまざまな業種の

いました。生徒たちは、村

スタート・ウィーク︶を行

職 場 体 験 学 習︵ キ ャ リ ア・

49

に送るために必要な資質や

ださい。

利用者の方とお話しながら看板作り

21

浩幸くん。４日間、課内

機械を使って、畑の草とりを体験

24 22

49

19
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●九戸中学校職場体験学習

態度、能力を育てることを
目的に、一人一人が望まし
い勤労観・職業観を身に付
けることを目的とした教育。
児 童 や 生 徒 が「 生 き る 力 」
を身に付け、それぞれが直
面するであろう様々な課題
に柔軟かつ、たくましく対
応し、社会人・職業人とし
て自立していくことができ
るよう、キャリア教育の推
進が求められています。

オドデ館

接客の仕事に興味があっ

たのでオドデ館を選びまし

どの大切さを実感し、学習

ぶことの意味やあいさつな

■子どもたちにとって…学

たけど、楽しくできました。

大変だと感じる場面もあっ

を体験。作業をするなかで

レジでの商品の袋づめなど

た。売り場の商品の補充や、

意欲や規範意識がはぐくま

（大崎幸 さん）

キャリア教育で
期待できる効果

れます。

■生徒の受け入れにご協力ありがとうございました

責任を果たすことができ、企

るという企業としての社会的

千葉建築

板を切り、壁に取り付け

る作業などを体験しました。

担当の方のお話を聞きなが

ら、しっかりできたと思い

ます。体が痛くなったりし

たけど、楽しんで仕事をす

ることができました。
（風張

鼓太郎 くん・滝本哲也 くん）

ひめほたるこども園

池田絹 さん・中村成華 さん）

か っ た で す。
（ 関 畑 萌 さん・

て仲良くなれたことが嬉し

けど、名前を覚えてもらっ

相手をするのは大変だった

しました。大勢の子どもの

んだりしながら一緒に過ご

園児と遊んだり、本を読

レジで会計のお手伝い

長さを測りながら、板に印をつけます

園児と一緒におやつタイム

■企業にとって…社会全体の

▽伊保内保育園▽岩手県北バス▽江刺家小学校▽大

業イメージを高めます。

宝である将来の人材を育成す

崎動物病院▽小笠原菓子舗▽お食事処なかつる▽オ

■地域にとって…伝統工芸

が期待できます。

者の育成にもつながること

の興味関心が高まり、後継

街などについて子どもたち

など地場産業や地域の商店

ドデ館▽カーヴィレッジ保大木▽九戸精密▽九戸村
役場▽サラダ館フジタテ▽山根小学校▽ＪＡ新いわ
て九戸支所▽柴藤自動車▽スーパーおとも▽千葉建
築▽長興寺小学校▽特別養護老人ホーム折爪荘▽戸
田小学校▽戸田保育園▽戸田牧野▽ナインズファー
ム▽ひめほたるこども園▽美容室パプリカ（敬称略）
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「農業は生きていく上で不可欠な大事な産業。ここで学んだことが将来役立つと思
います。職員の方に色々なことを聞きながら、しっかり勉強してください」と中
学生を激励する岩部茂村長。（７月 21 日・戸田牧野）

農業委員の皆さんを紹介します

公選委員 人・推薦委員５人
任期満了に伴い、平成 年７月 日に執行予定
だった農業委員会委員一般選挙は、７月５日の立候
補届出で定数を超える立候補者がなかったため、無
投票となりました。委員会は公選による委員 人の
ほか、農業協同組合、農業共済組合、土地改良区か
ら推薦された３人と村議会から推薦された２人を
加え、計 人で構成されています。
の３つの役割を果た
すため、農業に関する
ています。主に①農地

会長に欠端氏、
職務代理に小井田氏
新委員による初委員
の権利移動・転用②農

さまざまな業務を行っ
会は７月 日、役場会

氏を選出し、新たなス

務代理者に小井田重雄

に欠端信雄氏、会長職

議 室 で 開 か れ、 会 長

関係の紛争⑦その他農

継者問題⑥農地の利用

者の経営改善⑤農業後

農業者年金④認定農業

地の譲渡、贈与相続③

展開や農業についての

地域に根ざした活動の

に 担 当 地 域 を 決 め て、

また、農業委員ごと

ことです。

地・農政全般に関する

タ ー ト を 切 り ま し た。
委員の任期は、平成
年７月 日までの３年
間となります。

農地流動化促進など
地域に根ざした活動

相談活動も行っていま
域農業の構造改革を推

問農業委員会事務局

談ください。

すので、お気軽にご相

進・農地行政の適正な

（☎ ・２１１１

農業委員会では、地

執行・地域の世話役活

山地 博

千葉 一孝

山谷 克夫

山本 トワ

欠端 信雄

10

内線２４１）

（山根・58 歳）

（長興寺下・58 歳）

（五枚橋・64 歳）

（宇堂口・76 歳）

（戸田上・54 歳）

（細屋・43 歳）

（川向・64 歳）

（田代・55 歳）

10

（小倉・69 歳）

（道地・55 歳）

櫻庭豊太郎
（農協
推薦）

石川 弘志

七戸はるみ
（議会
推薦）

川畑 勝美
（土改
推薦）

小井田重雄

（山根・73 歳）
（長興寺上・69 歳）
（荒谷・55 歳）
（妻の神・58 歳）

－

林 定惠（農済
推薦）
坂本 昭一

平中 実博

（泥の木・64 歳）

26

動と農業者の利益代表

42

山下 一義

山下トキ子
（議会
推薦）

23

10

15

20

19

敬称略。議席番号順。氏名の右側の農協推薦は新岩手農業協同組合選出委員、農済推薦は岩手北部農業共済組合選出委員、土改推薦は村土地改良
区選出委員、議会推薦は村議会推薦委員、その他は公選委員。年齢は８月１日現在。

4

水・

17

木・

18

九戸まつり

／

8

金

19
期

日

8 月 17 日（水）

8 月 18 日（木）
8 月 19 日（金）

行事内容

開始時間

場所（会場）

みこし渡御・山車運行

16：00

伊保内（熊野神社⇒八幡宮）

花火大会

20：00

伊保内街裏

剣舞（伊保内小学校児童）

18：00

九戸音頭・ナニャドヤラ流し踊り

18：20

みこし還御・山車運行・山車競演

16：00

伊保内（鹿島⇒役場）
伊保内（八幡宮⇒熊野神社）

―路線バスの交通規制―
８月 17 日から 19 日までの
九戸まつり期間中は、午後４
時から午後９時まで、役場前
～鹿島間は運休となります。
二戸・江刺家方面へ向かうお
客様は蒔田バス停より、葛巻・
瀬月内方面へ向かうお客様は
伊保内営業所よりご乗車くだ
さい。

―一方通行のお願い―
国道 340 号線車輌通行禁止
時間帯は、村道伊保内町裏線
は戸田・二ツ家方面へ、村道
南田鹿島線は江刺家方面への
一方通行とさせていただきま
すので、ご協力お願いします。

【お問い合わせ先】九戸まつり実行委員会事務局（役場総務企画課地域振興班）☎ 42-2111 内線 172
5
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東日本大震災の影響で延期されていた岩手県知事選挙と岩手県議会議員選挙は︑９月 日の投開票が予定されて

います︒選挙期日の告示日は︑県知事選挙が８月 日︑県議会議員選挙が９月２日となります︒今回の選挙は︑こ

れからの県政︑そして震災からの復旧・復興を担う私たち県民の代表を選ぶ大切な選挙です︒皆さんの投票が︑日

九戸村で投票できる人

いて︑投票することになります︒

自分の選びたい候補者の氏名を書

村選挙管理委員会︵☎ ・２１１１内線１８２︶

常の生活に大きく結び付きます︒棄権することなく︑自分の判断で責任ある一票を投じましょう︒

知事選︑
県議選の順に投票
今回の投票は︑県知事選挙と県
議会議員選挙の２種類を行いま
す︒投票所では︑県知事選挙を先

本村では︑この証明書の発行

︵無料︶を住民生活課窓口で行い

ます︒詳しくは︑住民生活課︵☎

・２１１１内線２１３︶または

選挙管理委員会︵同内線１８２︶

にお問い合わせください︒

■対象となる人

本村で投票できるのは︑次の二
つの要件を満たしている人です︒

日以降に︑岩手県内の市町村間で

年６月２

ります︒

● 平成３年９月 日以前に生まれた人

びたい候補者氏名の上の欄に○印

登録をして引き続き村内に住み︑本村

し︑異動前の市町村の選挙人名簿

﹁引き続き県内に

に登録されている人に限ります︒

■投票の方法

住所を有する旨の証明書﹂を提示

民登録をした人は︑今回の選挙で

越して平成

❷投票日の前日までに︑転入前の

の投票所で投票する︒

注意ください︒

して︑次のいずれかの方法により

は︑本村で投票できませんが︑転

市町村で期日前投票を行う︒

※最近︑県内の市町村から本村
に転入した人の場合
投票用紙には︑自分の選びたい一

入前の市町村の選挙人名簿に登録

❸転入前の市町村の選挙管理委員

②県議会議員選挙の投票⁝﹁薄い

人の候補者氏名を書いて投票して

されていれば︑転入前の市町村で

会に投票用紙を請求し︑投票日の

行います︒

ください︒

投票ができます︒この場合︑﹁引

前日までに︑本村の選挙管理委員

県内の他市町村から本村に引っ

※期日前投票・不在者投票での
投票

き続き県内に住所を有する旨の証

会で不在者投票を行う︒

❶投票日当日に︑転入前の市町村

期日前投票と不在者投票では︑

明書﹂の提示が必要となります︒

年６月２日以降に住

県知事選挙︑県議会議員選挙とも

黄色﹂の投票用紙が渡されます︒

を書くと無効になりますので︑ご

の選挙人名簿に登録されている人

１回だけ住所を異動した人︒ただ

平成

①県知事選挙の投票⁝﹁白色﹂の

● 平成 年６月１日以前に本村に住民

23

午前7時〜午後7時

投票日時

11

42

投票用紙が渡されます︒自分の選

に投票︑県議会議員選挙が後にな

42

を記入します︒○以外の記号など

12

日

月

25

23

9 11

らを 日︒
れか 切な
のこ る大
岩手 決め
う︒
票を しょ
な一 じま
投
確か

23

選挙
県 知 事
県議会議員
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投票日に投票できないときは

︽期日前投票︾

○期間

①出稼ぎなどで村外に滞在して

由は︑期日前投票と同じです︒
いるときは︑滞在先の市区町村

・県知事選挙
８月 日 〜９月 日

投票時間は午後７時まで

投票所での投票時間は︑午前７

時から午後７時までです︒

員会が郵送する﹁投票所入場券﹂

投票所の場所は︑村選挙管理委

②不在者投票ができる施設とし

に記載されています︒投票の際に

の選挙管理委員会で行う︒
て指定されている病院などに入

は︑入場券を忘れずにお持ちくだ

・県議会議員選挙

院・入所しているときは︑その

さい︒投票できると思われる人

から平成23年６月30日までの間に、新た

③高齢者ニーズ調査…７月１日現在、満

65歳以上で介護保険のサービスを利用し

ていない方の中から無作為に選ばれた 約

で、そのままポストへご投函ください。

二戸地区広域行政事務組合介護保険

推進室（☎23-7772）

11

570人の方。

※いずれの調査もお名前の記入は必要あ

りません。返送の際に切手は不要ですの

毎日午前８時 分〜午後８時

①介護保険意識調査…平成22年４月１日

○場所

場合には、ご協力をお願いします。

９月３日 〜９月 日

施設で行う︒

で︑投票日近くになっても入場券

が要介護５の人が郵便等で行う︒

ととしました。ご自宅に調査票が届いた

●場所 九戸村公民館

選ばれた 約70人の方。

不在者投票制度を利用するた

※開票の日時と場所は︑次のと
おりです︒

送によるアンケート調査をお願いするこ

午後８時開始

めには︑事前の手続きに日数を

た約70人の方。

●日時 ９月 日

に介護保険の要介護・要支援認定を受け

必要としますので︑お早めに手

各市町村にお住まいの方々を対象に、郵

○時間

③一定の障害等級の身体障害者手

介護保険アンケート

県議選挙 ９月３日 から

村選挙管理委員会の事務室

ご協力お願いします

続きを行ってください︒

二戸地区広域行政事務組合では、管内

30

はあわせてお申し込みください。

委員会にお問い合わせください︒

投票日に仕事や冠婚葬祭など

現在約30名の方が受講していますが、

ご利用ください︒

を予定しています。参加を希望される方

外に旅行や滞在が見込まれる

時開催しています。

る人︑介護保険の要介護状態区分

が届かないときには︑村選挙管理

40歳以上65歳未満である方から無作為に

帳や戦傷病者手帳を交付されてい

②介護保険意識調査…７月１日現在、満

︵役場４階︶※エレベーターを

新たに受講を希望する方は、教育委員会

の予定のある人︑投票区の区域

知事選挙 ８月 日 から

10

10

26

９月中旬に八戸市埋蔵文化センター見学

人などは︑期日前投票ができま

的に、
「九戸村の歴史を学ぶ」勉強会を随

︽不在者投票制度︾

申し込みください。また、次回研修会は

す︒なお︑県知事選挙と県議会

とともに、歴史に親しみ楽しむことを目

次の方法で︑不在者投票がで

生涯学習班（☎42-2111内線304）までお

きます︒投票のできる期間と理

2011-8
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議員選挙では︑期日前投票ので

地域の歴史に関する情報を共有化する

きる期間が異なります︒ご注意

九戸村の歴史を学ぶ

ください︒

受講生を募集しています

News & Information

九戸村職員採用試験を実施します
■試験職種および採用予定人員

記の返信用封筒を一緒に提出してください。

○一般事務…若干名

○郵便で申し込む場合は、封筒の表に「採用試験

○保健師…１名

申込」と朱書きしてください。
■試験の日時および場所

■受験資格
○一般事務…昭和 54 年４月２日から平成６年

《第１次試験》

４月１日までの間に生まれた方。

○日時…９月 18 日㊐ 午前 10 時開始

○保健師…昭和 57 年４月２日以降に生まれた

○場所…二戸市立福岡中学校

方で、保健師免許を有する方、または採用ま

○試験方法

でに取得する見込みの方。

①一般事務…教養試験・適正検査・作文試験

■受験申込受付期間

②保健師…教養試験・専門試験・作文試験

○７月 20 日⺢から８月 18 日㊍まで

《第２次試験》

※郵送の場合は、８月 18 日㊍午後５時 30 分

11 月上旬ころ、第１次試験合格者について、

必着のものに限り受け付けます。

九戸村の指定する日時および場所で行います。
■問い合わせ

■受験手続き
⑴申込書の請求

〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6

○申込書は、総務企画課で配布します。郵

九戸村役場 総務企画課庶務財政班

便で請求する場合は、封筒の表に「試験申

☎ 0195-42-2111 内線 166

込用紙請求」と朱書きし、140 円切手を貼っ
たあて先明記の返信用封筒（33 ㌢× 24 ㌢
程度）を同封の上、総務企画課に請求して
ください。
⑵申込方法
○申込書および受験票に必要事項を記入し、
所定の個所に写真を貼って、総務企画課に
提出してください。
○申し込みの際には 80 円切手を貼ったあて先明

公認コースに認定
くのへパークゴ

ルフ場が、公益社

団法人日本パーク

ゴルフ協会より公

認コースの認定を

受けました。同協

会が定める設置基

準を満たすコース

が認定を受けられ

るもので、県内に

は、くのへパーク

ゴルフ場のほかに

５つの公認コース

があります。今回認定を受けたこ

とにより、同パークゴルフ場での

公式大会の開催が可能となりまし

た。９月４日には第 回岩手県パー

クゴルフ選手権大会が開催される

予定です。

日本パークゴルフ協会の公認コースとなった
くのへパークゴルフ場

14

くのへパークゴルフ場

8

News & Information

二戸地区交通安全協会九戸分会・村
交通安全母の会連合会・村教育委員会
では、村内５つの小学校の児童と教職
員へ、靴に貼付する夜光反射材を贈呈
しました。７月７日には田澤忠雄分会
長と安藤サチ子会長が伊保内小学校を
訪れ、児童会執行部の皆さんへ反射材
を手渡しました。
小型ポンプ操法の部で３年連続の支部大会優勝
を果たした第 14 分団の選手の皆さん。
（左上か
ら時計回りに）滝修一指揮者、千葉暢威３番員、
関畑友昭１番員、中村真樹２番員。

県消防協会二戸地区支部

消防操法競技会は７月３日、

監査委員・教育委員 を紹介 します

教育委員

伊保内啓子さん

村体育センター駐車場で開

監査委員

大﨑 優一さん

かれ、ポンプ車の部、小型

ポンプの部にそれぞれ５隊

が出場しました。

競技の結果、本村代表と

して小型ポンプの部に出場

14

分団が、２位に９

かれています。また、村教

56

した第

村議会議員の中から選任

8

点 差 を つ け て 堂 々 の 優 勝。

7

育委員会の委員に伊保内啓
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27

される監査委員に、大﨑優

9

30
平成 年 月 日までです。

小川署長に交通安全誓約書を手渡す
県北自動車伊保内営業所の三春所長

6

来年度の大会へのシード権

されました。任期は議員の

です。

27

月

職員16人が誓約書に署名を行ったもの

年

交通事故を根絶するため、同営業所の

59

＝伊保内上）が

優勝は３年連続で、九戸勢

任期と同じ平成

同委員会は５人で構成され、

イバーが率先して交通マナーを守り、

子さん（

としては小型ポンプの部６

日までです。同委員は村の

学校教育や社会教育・文化

を提出しました。これは、プロのドラ

＝雪屋）が新任

連覇となります。また、ポ

予算が公正で合理的、効果

財・体育などに関する事務

（小川肇署長）を訪れ、交通安全誓約書

一さん（

ンプ車の部に出場した第２

的に執行されているかどう

の管理を行っています。

営業所の三春九二男所長が二戸警察署

を獲得しました。同分団の

分団も健闘をみせ、準優勝

かなどを監査するために置

交通安全誓約書提出

再 任 さ れ ま し た。 任 期 は、

を果たしました。

県北自動車㈱伊保内営業所

７月７日、岩手県北自動車㈱伊保内

二戸支部消防操法競技会

ポンプ車の部・準Ｖは第２分団

夜光反射材を配布

交通安全の願いを込め、児童の皆さんに
夜光反射材が贈呈されました

第 分団小型ポンプ の部 を制 す

14

夏休み中の交通安全願い

むらのわだい

歌と踊りで元気を提供

野田村で被災者支援活動

６月26日、被災者の方々を元気づけることを目的
としたガンバルのだ支援イベント（村ボランティア
連絡協議会主催）が野田村のえぼし荘で開催されまし
た。岩澤ヒロ副会長は「希望を見つけながら、一歩一
歩歩んでいってください。今日はゆっくり楽しんで」
とあいさつ。伊保内高校郷土芸能委員会や折爪荘親睦
会、政実太鼓など６つの団体がステージ発表を行いま
した。来場者の皆さんはふるまわれた豚汁や炊き込み
ご飯を味わいながら、歌や踊りを楽しんでいました。

伊保内高校郷土芸能委員会による江刺家神楽の披露

丈夫な歯で健康な生活を
歯科衛生講話会

６月27日、江刺家小学校（盛島寛校長・児童45
人）で、５・６年生を対象とした歯科衛生講話会が
開催されました。講話会では伊保内歯科医院の伊保
内利一医院長が「丈夫な歯は健康な体の第一歩。歯
を大切にし、8020を目指してください」と呼びか
け、児童たちに歯ブラシ50本を寄贈しました。秋元
星良さん（６年）は「虫歯の大変さを改めて知りま
した。歯を今までより大切にしていきたいと思いま
ブラッシングの仕方を指導する伊保内利一医院長

す」と話していました。

会員同士の親睦深める
村老人クラブ体育祭

第24回村老人クラブ体育祭は７月15日、村体育セ
ンターで開催され、村内８つの老人クラブ単位会が
参加しました。開会式では伊保内上老人クラブを代
表して円舘ヨシノさんが選手宣誓。選手の皆さんは
ゲートボールリレーや縄ないレースなど６種目で汗
を流し、競技の合間にひめほたるこども園の園児が
お遊戯を披露すると、目を細めて拍手を送っていま
した。競技の結果、優勝は伊保内上、２位は荒谷、
３位は山根となりました。

２人１組でボールを運ぶなかよしこよしリレー

10

Mura no wadai

皆さんからいろいろな情報をお待ちしています。
お気軽に広報担当☎ 42-2111
（内線 168）へお寄せください。

日頃の防犯活動たたえる
尾友さんに二戸署長感謝状

二戸警察署（小川肇署長）は７月１日、同署で警
察協力者感謝状贈呈式を開きました。地域の防犯や
交通安全活動に尽力した３団体と７人を表彰。本村
からは、村地域安全推進員として活動する尾友元一
さん（伊保内上）に二戸署長感謝状が手渡されまし
た。地域安全推進員は、犯罪や事故のない明るい地
域社会づくりを目指して活動しており、青色回転灯
装備車両での村内のパトロールを行うなど地域の防
犯に取り組んでいます。

小川署長から感謝状を受ける村地域安全推進員の尾友さん

転んでも泣かないぞ！
年長児親子運動会

第35回年長児親子運動会（村保育施設保護者会連
合会主催）は７月９日、村体育センターで開かれ、
村内３つの保育施設の年長児48人と保護者の皆さん
ゆ ら

が参加しました。開会式では戸田保育園の中澤悠空
ちゃん・弘隆さん親子が「転んでも負けても泣かな
いで、最後まで一生懸命頑張ります」と宣誓。園児
たちは障害物競走やリレーなどで元気いっぱいに会
場を駆け回り、親子競技ではお父さんやお母さんと
お父さんが背負ったかごを目がけて、玉を投げる園児たち

ふれあいながら満面の笑みを見せていました

郷土芸能で花添える

折爪岳山の家で郷土芸能発表会
ヒメボタル観賞会（折爪岳協議会主催）は７月９
日から18日まで、県立自然公園折爪岳で開かれ、県
内外から多くの観光客が参加しました。参加者の皆
さんは山頂付近などを散策し、幻想的な光の点滅に
感嘆の声を上げていました。17日には、折爪岳山の
家で二戸市・軽米町・九戸村の団体による郷土芸能
発表会を開催。本村からは江刺家神楽保存会が出演
して勇壮な権現舞を披露し、観客の皆さんから大き
な拍手が送られていました。

11
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江刺家神楽保存会の皆さんが権現舞を披露しました

人の広場

▼アームレスリング大会

回青森県アームレス

村 の選手 が健闘
第

リングオープン選手権大会・
回南郷アームレスリン

▼スポ少軟式野球交流大会東北Ⅰブロック予選

日か

滝沢村で開かれた東北Ⅰブ

伊保内スポ少 が準優勝
６月

ロック予選に出場しました︒

ご存知ですか？

4 4 4 4

戸郡代表とし

カップで︑二

いわての牛乳

岩 手 県 予 選・

野球交流大会

ツ少年団軟式

回全国スポー

福岡ジャガーズ︵岩手代表︶

伊 保 内 ス ポ ー ツ 少 年 団 は︑

田代表︶を６対５で破った

戦︑六郷ファイターズ︵秋

枠をかけて争いました︒初

えられる全国大会出場権一

ムが参加︒優勝チームに与

ら１チーム︑岩手から２チー

保険料額の２万４０００

月︶納めたときの総付加

加保険料を５年間︵ か

算されます︒例えば︑付

を納めた月数﹂の式で計

﹁２００円×付加保険料

付加年金の額は

の額

○付加保険料と付加年金

必ず納めます

○農業者年金の加入者は

せん︒

付加保険料を納められま

金基金に加入中の方は︑

とができます︒④国民年

も付加保険料を納めるこ

ちょっと増やせる付加年金

て出場した伊

との代表決定戦に進出︒６

円︵４００円×

同大会には︑青森︑秋田か

保内スポーツ

対 ０ で 敗 れ は し た も の の︑

に対し︑ 歳から老齢基

年金の第一号被保険者

催された第

少年団が準優

準優勝に輝き︑次につなが

礎年金と一緒に支給され

か月︶

60

○付加保険料を納められ
る方

①自営業者などの国民

年金の第一号被保険者の

るのは︑ 歳未満の国民

農業者年金に加入でき

民年金の任意加入者の方

65

金の被保険者は︑国民年

金の付加保険料を納付し

なければならないことに

なっています︒

め︑保険料を免除されて

免除などの一部免除を含

たは二戸年金事務所︵☎

２１１１内線２１１︶ま

課 国 保 住 民 班︵ ☎

詳 細 は︑ 住 民 生 活
部真▼同レフトハンド・第

いる方は付加保険料を納

23

・
以下級・第１位舘本春也▼

３位冬部真▼十両男子レフ

60

グ大会︵青森県アームレス

同レフトハンド・第２位舘

75

リング連盟主催︶は６月

・４１１１︶へ︒

められません︒③ 歳以
位冬部真

㎏以下級・第３
㎏以下級・第２位冬

トハンド

方に限られます︒②半額

上 歳未満の方など︑国

勝 を 果 た し︑

る大会となりました︒

で︑年間 日以上農業に

日に

る付加年金の額は年額

従事することが要件と

７月

１万２０００円︵２００

なっています︒農業者年

手が熱戦を繰り広げました︒
村の入賞者は次のとおりで
す︒
︵敬称略︶▼横綱男子レ
㎏以下級・第

60

本春也▼十両男子ライトハ

㎏

60

60

65

日︑八戸市南郷体育館で開

上位入賞を果たした皆さん

ンド

の口男子ライトハンド

部・第２位中澤ななみ▼序

３位橋場豊一▼小学２年の

フトハンド

国 民 年 金

円× か月︶となります︒

33

ら雫石町で開

25
16

催され︑のべ２００人の選

第

65

60

全国スポーツ少年団軟式野球交流大会岩手県予選・いわての牛乳カップと
東北Ⅰブロック予選で準優勝を果たした伊保内スポーツ少年団

65

12

75

23

17

42

12

１歳のお誕生日おめでとう☆

８月１２日生まれ／川向
（父）康二さん（母）愛美さん

「これからも元気いっぱい
大きく育ってね！！」
お父さん・お母さんより

︻六月句会の席題句︼

2011-8
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﹃山法師﹄より
我が里は今を盛りに山法師 ︵赤 藤︶
山法師咲かせて住める陶芸家︵やすお︶
山法師体育館の登り坂
︵青 村︶
﹃雲﹄より
︵青 村︶
大好きな折爪岳や雲の峰
それなりに楽しき余生夏の雲︵雪 女︶
雲の峰宿題放ってとび出す子︵やすお︶
﹃
︵雑詠︶
﹄より
葱坊主子等健やかであればよし︵雪 女︶
旱梅雨ダム底に見ゆ足の跡 ︵義 也︶
足取りを右に左に田草取り ︵赤 藤︶

◉９月に１歳を迎える赤ちゃんの写

真を募集しています。ご希望の方は

８月 17 日（水）までに、
❶写真（デー

タでも可）❷お子さまへのメッセー

ジを書いた紙を役場総務企画課広報

担当（☎ 42-2111 内線 168）までお

持ちください。

土用芽や刈り込む垣根やや低く︵義 也︶

Happy birthday!!

暫くは話の途切れ草いきれ
舘村 青村
無益なることばかりして大昼寝
風鈴や日がな一日好き勝手
盆栽に自己満足や夏帽子
義 也
中干の葉先鋭き青田かな
少年の漕ぐ銀輪や青田道
桜の実紅から黒へと移ろいて
田村 畦畔
ペタペタと裸足の感触心地よし
時差ボケか暑さか今宵目が冴えて
遠山の白の斑点山法師
古舘やすお
こっち
トンネルの此方も夏が真盛り
こ ぶ らく
小部落の山法師咲く集会所
サンダルの素足の白さ卯花咲く

こう が

第 ２ ７ ９ 回 ✿く の へ 俳 句 会

わが家の人気者

菅野 岑子
四つ辻やどっちへ行こう春の風
春疾風つぎの言葉をさらひ行く
遊郭の名残の軒端つばくらめ
囀りの続く木立や路地日和
冬部 雪女
嬉々として裸足で入る学校田
老鶯を聞くも妙薬湯治宿
万緑や高原の風満身に
高島ふみ女
加齢とは寂しきものよ百合の花
おさまらぬ海の怒りか土用波

澤口 康雅くん

むらの文芸

7,000人

いつでも・どこでも・どなたでも…

生涯学習だより

村民体育大会始まる

４競技 で熱戦
２区▼野球︵ナインズ球場︶

興寺②伊保内１区③伊保内

ゲートボール︑野球︑バレー

①江刺家②伊保内１区③戸

回村民体育大会の

ボール︑卓球の４競技は７

田１区︑長興寺▼バレーボー

第

日︑村内各会場で熱戦

して戸田２区体育振興会の

た開会式では︑選手を代表

保内小学校体育館で行われ

が繰り広げられました︒伊

体 育 セ ン タ ー︶ ① 伊 保 内 ２

長興寺③戸田２区▼卓球︵村

戸田２区▽女子①江刺家②

子①江刺家②伊保内２区③

ル︵ 伊 保 内 小 体 育 館 ︶ ▽ 男

月

中 澤 弘 隆 さ ん が 選 手 宣 誓︒

区②戸田２区③戸田１区

３

村体育協会の櫻庭豊太郎会

︽総合の中間成績︾
① 江 刺 家 ︵ ・０点︶
② 伊保内２区 ︵ ・５点︶
④ 戸 田 ２ 区 ︵ ・５点︶

② 長 興 寺 ︵ ・５点︶
⑤ 伊保内１区 ︵ ・０点︶
⑥ 戸 田 １ 区 ︵ ・５点︶
※カッコ内は総合の得点数
︵６競技のうち４競技が終了︶

５

１

２

長は﹁村民の体力向上に本
大会が果たしてきた役割は
大きい︒選手の皆さんにとっ
て有意義な一日となるよう︑
健闘を祈ります﹂と選手を
激励しました︒出場した選
手の皆さんは相互に親睦を
深めながら︑優勝を目指し
ていました︒
︽競技結果︾▼ゲートボール
︵屋内ゲートボール場︶①長

12 15 16 17 17 24

卓球競技・伊保内２区

４

46

10

各競技の優勝チーム

ゲートボール競技・長興寺

野球競技・江刺家

バレーボール競技（男子）
・江刺家

バレーボール競技（女子）
・江刺家
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大人への節目・はたちの集い

成人式にご参加ください
日時  ８月 15 日㊊ 午前９時から

／坂下岬／小井田佳織／倉口風香／上山優樹／山本
小井田佳織／倉口風香／上山優樹／山本

場所  ＨＯＺホール

智也／佐藤美緒／柾本俊一／及川脩／古舘優／上村

対象  平成３年４月２日〜翌年４月１日生まれの方

心／荒谷実樹／田子竜太／七戸彩夏／宮澤勇輝／櫻

および九戸中学校平成 18 年度卒業の方

庭翔太／佐藤賢心／佐々木悠介／高崎健太／一本松
猛法／坂本光司／工藤麗美奈／水上孝子《江刺家地

、

《戸田地区》桂川大樹／中村大悟／木ノ下瞳／山本あ

区》小田野夏樹／上柿勇人／野辺地沙弥香／西向貴

ゆみ／中村優里／山本明季／高倉卓也／高倉健介／

幸／松本和也／河村彩花／呂明明／小田沢親代／道

篠山翔／杉村真尋／向川雄祐／松葉拓也／欠端奈美

地一貴／古舘和久／石川真知子／立波卓也／谷地向

／中村未希／岩渕祐輔／柳平和也／觸澤佳太／野田

益実／南裕也／七戸美咲／七戸翔輝／細川風翔／細

和貴／村田歩夢／関口綾香／向川憂香／晴山雄斗／

川和樹（対象者 80 人・敬称略）

室野拓也／林千尋／番屋卓／櫻田浩／柳沢拓也／坂

対象の方にはすでに案内状を発送していますが、未

本恭之／山本奈津美／東井麻美／滝本千夏／舘伸幸

だ通知が届いていない、対象名簿に載っていないなど

／和蛇田薫／田澤慶輔／倉口あいみ／真下裕気／真

お気づきの点がありましたら、村教育委員会生涯学習

下恵《伊保内地区》小笠原早紀／下村卓也／長畑暢

班（☎ 42-2111 内線 304）へご連絡をお願いします。

Books
最新モノの事典

図書室から、おすすめの新着本を紹介します。

三十光年の星たち（上・下） どんなときも きみを

最新モノの事典編集委員会編／すずき出版

宮本輝著／毎日新聞社

アリスン・マギー著／岩崎書店

湊かなえ著／文藝春秋

この事典には身近な“モノ”の
しくみと歴史が書いてありま
す。たとえば、「カーナビは
日本で生まれた発明品です。
日本の自動車メーカーの本田
技研工業が開発しました」な
ど、詳しく説明がのっている
最新の事典です。夏休みの宿
題、自由研究などに利用でき
ますよ♪

坪木仁志は、職を失い明日の
生活もままならない。親に勘
当され、金貸しの佐伯平蔵か
ら借りた80万円の借金を返せ
るあてもない。そんな坪木に
佐伯はある提案をする。それ
は借金返済の代わりに車の運
転手として雇い、返済の滞る
人々のもとへ「取り立て」に
出かけるというものだった。

「ここは、二人の小さなお
城、いろんな危険でいっぱい
です。でも、大丈夫！どんな
ときも…」それはいったい、
なぜでしょう？ 大切な人が
いることで自分も強くなれ
る！ すべての子供、恋人、
友達に贈りたい、優しさあふ
れる絵本です。

主人公は３人の女性。両親を
亡くし、さらに講師として働
いていた英会話スクールが破
たんし金銭的に困っている梨
花、建設会社で働いていたが
営業職の和弥と結婚した美雪、
水彩画教室の講師をしつつ、
和菓子屋でバイトをしている
紗月。この３人の視点で構成
された傑作ミステリー。

開館時間／平日：9 時〜 19 時，土日祝：9 時〜 17 時

15

花の鎖
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休館日／年末年始・お盆と祭り期間（８月 13 日〜 19 日） 貸出期間／ 3 週間

みんなの健康

住民生活課保健衛生班☎42-2111（内線122）

適切な水分補給で熱中症予防を！

いものもありますが、１本当
たり 30 〜 50g 程度の糖分が
含まれています。冷やしすぎ

人間の体は汗をかくことによって体温を一定に保

ず、飲むなら１日当たり１本

つ働きがあります。汗には水の他にナトリウムや

（500ml）程度にしましょう。

カリウムなども含まれており、汗をかけばこれらの

《コーヒー飲料》

成分も多く失われていきます。人間の体は約 60 〜

こまめな水分補給を
心がけましょう！

▼

カフェインが特に多く含ま

70％が水分といわれていて、１日の水分摂取量と排

れ、飲みすぎると眠れなくなったり、めまいや吐き

泄量のバランスがとれるように調節されています。

気、脈拍が増えることもあります。また、甘くして

ところが発汗量が多いと体の水分が減り、脱水や体

あるものも多いので砂糖が入っていないものを選び

温上昇が起こって熱中症となってしまいます。

ましょう。

こまめな水分補給は熱中症予防に繋がりますが、
好きな物を好きなだけ飲めばいいというわけではあ

■おすすめの飲み物
室内では麦茶やレモン水を、汗をかく時は２倍に

りません。

薄めたスポーツ飲料をこまめに飲むなどの工夫が必
要です。のどが渇いたと感じる前に飲みましょう。

■こんなことに気をつけましょう

何を飲めば体に負担をかけないのか考えながら水

《ペットボトル飲料》
清涼飲料水や炭酸水は冷たくすると甘さが感じに

分補給をして熱中症を予防しましょう。

くくなり、そのまま飲み干してしまいがちで、糖
（栄養士 小野瑞希）

分をとり過ぎてしまいます。最近では甘みの少な

国保だより

住民生活課国保住民班☎42-2111（内線212）

国民健康保険限度額認定証を
ご利用ください

■70歳以上の方
住民税非課税世帯の方には、申請により「限度額
適用・標準負担額減額認定証」を交付します。入院
した時に医療機関に提示すると、１か月ごとの窓口

事前の申請により、入院に係る窓口での支払いが
自己負担限度額までになります。

負担が次の自己負担限度額までになります。
○自己負担限度額（１か月）

■70歳未満の方
入院中または入院予定があり、高額療養費に該当
する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

区 分

外来

（個人単位）

外来＋入院（世帯単位）

（医療費−267,000円）×1％
現役並み所得者 44,400円 80,100円＋
一般

12,000円

44,400 円

負担額減額認定証」を提示すると、１か月ごとの窓

低所得者Ⅱ※ 1

8,000円

24,600 円

口負担が次の自己負担限度額までになります。

低所得者Ⅰ※ 2

8,000円

15,000 円

をご利用ください。医療機関に「限度額適用・標準

※ 1 世帯の国保被保険者全員が住民税非課税の方。

○自己負担限度額（１か月）
（４回目以降）

※ 2 世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の
各所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を 80 万円
として計算）を差し引いたときに０円となる方。

上位
所得世帯

150,000 円＋
（医療費− 500,000 円）× 1％

83,400 円

■申請の方法

一般世帯

80,100 円＋
（医療費− 267,000 円）× 1％

44,400 円

申請してください。限度額認定証の有効期限は発行

区 分

住民税
非課税世帯

限度額

35,400 円

限度額

24,600 円

保険証と印鑑を持参の上、役場住民生活課窓口で
された月の初日から直近の７月末までです。引き続
き入院される場合は、再度交付申請が必要です。
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駐在所ホットライン

二戸警察署九戸駐在所☎42-2210

家出少年の発見保護活動および
福祉犯の取り締まりの強化

○信頼できる相手なのか。
○何時に帰るのか。
などについて、確認するようにしましょう。

〜子どもたちを非行や犯罪被害から守りましょう〜
例年、夏休み中や夏休み明けは、開放感や、気の
緩みなどから、家出や無断外泊をする子どもたちが

平成 23 年度岩手県警察官
Ｂ（男性・女性）採用案内

増える時期です。
また、お金欲しさから、携帯電話のサイトなどを

■受験資格

利用して援助交際に走ったり、恐喝などの犯罪に手

大学卒業者などを除き、昭和 57 年４月２日から

を染めてしまうことも少なくありません。

平成６年４月１日生まれ（平成 23 年４月１日現

出会い系サイトやゲームサイトによる交流には、
○掲示板の書き込みや相手からのメールが、真実と
は限らない。

在における年齢が 17 歳以上 29 歳未満）の人
■申込期間
８月１日 から８月 31 日 の間（郵送・持参）

○性交渉や犯罪目的に用いられる場合が少なくない。
○広域性がある。

■第一次試験日
９月 25 日

などの危険性があり、面識のない相手を頼って遠方

（場所：二戸市・盛岡市など）

に家出し、犯罪被害に遭うケースが後を絶ちません。

詳しくは駐在所に問い合わせ

安易に外泊をさせないようにするとともに、

てください。

○誰とどこに行くのか。

Number Information 2011.6.1 〜 6.30

事故

二戸消防署九戸分署☎42-3119

花火による火災の防止

ＳＴＯＰ！飲酒運転

件数

消防署だより

累計

前年比

本格的な夏を迎え、花火を楽しむ季節がやっ

人身事故

0件

0件

−1件

てきました。しかし、気軽に楽しめる花火も、

物損事故

0件

26件

−4件

取り扱いを誤ると火災や火傷などの事故につな

負 傷 者

0人

0人

−3人

に遊ぶために次のポイントに

死 亡 者

0人

0人

±0人

飲酒運転検挙者

0人

0人

±0人

6月30日現在、

交通死亡事故ゼロ日数は…

火災・救急

637 日です

がりかねません。花火で安全
注意しましょう。
①風の強いときは花火をしない。
②燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を
選ぶ。
③子どもだけでなく大人と一緒に遊ぶ。

火の後始末忘れずに

④水バケツを用意し、遊び終わった花火は必ず
水につける。

件数
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累計

前年比

火

災

0件

0件

−5件

救

急

21件

158件

＋26件
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また、お盆の時期は、仏壇のろうそくの火が供
花や供物に燃え移ったり、線香が落下して火災に
なることが多くなるので、ご注意ください。

村のこよみ８月
日にち
行 事 名
1
折爪荘まつり
村小中学校水泳大会
2
保健師による出前相談
麻しん風しん予防接種
3
二種混合予防接種
5
デイケア
6
村学童相撲大会
10
三種混合予防接種
13
村少年野球選手権大会
15
九戸村成人式
17
九戸まつり（19日まで）
21
『家族ふれあいの日』
22
ぽっかぽか教室
乳児健診、BCG予防接種
23
二戸地区小中学校水泳競技大会
24
日本脳炎予防接種
秋季はまなすカップ総合体育大会
27
やまびこ読み聞かせ会
28
スナック暖巣杯パークゴルフ大会
29
大腸がん検診（９月１日まで）
30
二戸地区中学校陸上競技大会

時 間
17時30分〜
8時30分〜
9時30分〜
13時30分〜
14時00分〜
9時30分〜
8時30分〜
14時00分〜
8時30分〜
9時00分〜
16時00分〜
9時30分〜
13時30分〜
14時00分〜
8時30分〜
10時00分〜
8時30分〜
6時00分〜

折爪荘
Ｂ＆Ｇ海洋センター
老人福祉センター
九戸地域診療センター
保健センター
保健センター
村相撲場
保健センター
ナインズ球場
ＨＯＺホール
伊保内商店街
保健センター
保健センター
金田一プール
保健センター
九戸中学校ほか
公民館図書室
パークゴルフ場
村内巡回
一戸町運動公園

休日当番医【午前９時〜午後５時】 休日当番歯科医【午前９時〜正午】
藤田内科
☎ 38-2772（二戸市）
二戸クリニック
14 ㊐
☎ 25-5770（二戸市）
すがわら消化器内科
21 ㊐
☎ 23-2879（二戸市）
金田一診療所
28 ㊐
☎ 27-2205（二戸市）
7㊐

ハローワーク二戸

場 所

こしみず歯科クリニック
☎ 33-4618（一戸町）
菅歯科
14 ㊐
☎ 23-5161（二戸市）
堀米歯科医院
21 ㊐
☎ 46-2927（軽米町）
渡辺歯科医院
28 ㊐
☎ 23-2052（二戸市）
7㊐

求人情報
①職種②就業場所③年齢
④基本給⑤必要資格など
■社会福祉法人九戸福祉会
①事務員《正社員以外》②九戸村③
不問④115,500円〜144,900円⑤パソ
コン操作（ワード・エクセル）・普
通自動車免許一種
■株式会社岩手銀行伊保内支店
①窓口業務《パート労働者》②九戸
村③不問④840円⑤週５日程度勤務
■特定非営利活動法人カントリーハ
ウス愛住
①生活相談員《正社員》②九戸村③
不問④130,000円〜150,000円⑤社会
福祉主事または社会福祉士・普通自
動車免許一種
■野辺地工務店
①建築大工《正社員以外》②九戸村
③不問④207,000円〜253,000円⑤普
通自動車免許一種・車両系建設機械
免許・大工経験10年以上
◎７月25日現在の求人情報から掲載
しています。求人に関するお問い合
わせは、ハローワーク二戸（☎233341）まで。求人情報は役場ロビー
でも配布しています。

ごみ収集日
収集区域

燃えるごみ

瀬月内／宇堂口／泥の木／平内／妻の神
戸田上・下／舘の下／山根／荒谷／二ツ家

毎週水曜日

鹿島／伊保内上・下／川向・南田
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

3・10・17・24・31
毎週木曜日

4・11・18・25
毎週金曜日

5・12・19・26

ビン・金物

空き缶

1

15

2

16

8

22

粗大ごみ

紙・プラ類

11
第2火曜日

9

17
25

18

スナップくのへ

information
九戸村役場☎42-2111 http://www.vill.kunohe.iwate.jp/

就農相談会
inなにゃーと
■日時 ８月20日㊏
午後１時〜午後４時
■場所

二戸広域観光物産セン

■資格 18歳以上27歳未満

○皮膚に付着したダニは潰さない

■受付 ８月１日㊊〜 ９月９日㊎

ように注意して直ちに取り除く。

■試験日 男子：９月17日㊏ 女

○山野に立ち入ったあとは、入浴

子：９月28日㊌

し体をよく洗う。

■問い合わせ

自衛隊二戸地域事

務所（☎23-2529）

ター「カシオペアメッセ・な
にゃーと」３階会議室
ようと考えている方②定年後は
「農業を！」と検討している方③

■日時 ８月１日㊊〜８月31日㊌

農業実践研修や農業体験を希望し

（※土日を除く）

ている方など

■場所

①農業にチャレンジし

■問い合わせ

県内の各司法書士事務所

（山野に立ち入ったことを医師に
伝えてください。）
■問い合わせ

二戸保健所保健課

（☎23-9206）

食育標語コンクール
作品を募集します

事前予約は不要で

※各司法書士事務所により休みが

すが、事前に連絡いただければ、

異なりますので、ご相談前にお問

相談時間を予約することができま

い合わせください。

す。詳しくは、二戸農業改良普及

■内容

センター（担い手・農村企業育成

■無料相談電話 ☎0120-823-815

■募集テーマ 「楽しく食べよう」

チーム（☎23-9208）または役場農

（平日午前10時から午後１時まで）

■応募資格 岩手県内在住の方

林建設課（☎42-2111内線242）へ。

■問い合わせ

■応募方法 応募様式は自由です。

相続に関する無料相談会

岩手県司法書士会

（☎019-622-3372）

23年度各種自衛官
採用試験を実施
各種自衛官を下記のとおり募集
します。

19

週間ほどして発熱と発疹が現れた
場合、すぐに医療機関を受診する。

相続登記のご相談は
司法書士へどうぞ！

■対象者

○山野に入ったあとに、５日〜２

県では、食育に関する標語を広
く募集します。

①標語②郵便番号③住所④氏名⑤
年齢⑥電話番号（児童・生徒の場

山野に入るときは
ツツガムシに注意
今年度、二戸保健所管内で３件

合は学校、学年）を明記の上、郵
送、Ｅメールのいずれかの方法で
応募してください。
■募集締切 ９月30日㊎必着

【航空学生】

のツツガムシ病患者が発生してい

■応募・問い合わせ

■資格 高卒18歳以上21歳未満

ます。山野に入るときは注意して

育推進ネットワーク会議事務局

■受付 ８月１日㊊〜 ９月９日㊎

ください。

（〒020-8570盛岡市内丸10番１

■試験日 ９月23日㊎

■感染経路

【一般曹候補生】

チアに感染したダニ幼虫のヒトへ

■資格 18歳以上27歳未満

の刺咬（ヒトからヒトへの感染は

■受付 ８月１日㊊〜 ９月９日㊎

ありません）

■試験日 ９月17日㊏

■症状 発熱、リンパ節腫大、発疹

【看護学生】

■潜伏期 ５日〜14日

■資格 高卒18歳以上24歳未満

■予防と対応

■受付 ９月５日㊊〜 ９月30日㊎

○山野に入る際は、皮膚の露出を

■試験日 10月22日㊏

最低限にする。

【自衛官候補生】

○除虫剤を適宜使用する。

広報くのへ

2011-8

ツツガムシ病リケッ

岩手県食

号・☎019-629-5385・Ｅメール：
AC0009@pref.iwate.jp）

村 県 民 税 第１期

｛ 国民健康保険税 第２期
８月 31 日 が
納期限です

詳しくは、住民生活課賦課徴収班
（☎ 42-2111 内線 233）へ。

広報くのへ

戸籍だより
※6月16日〜7月15日届け出分・敬称略
※氏名は正字で表記しています。

お誕生おめでとう
斉

藤

ま

真

な

那（真一郎・美智代）南田

ご結婚おめでとう
平成23年

8月号

No.641

野辺地

｛眞

政

彦（山 屋）

角

裕

子（久慈市）

植

野

和

昭（長興寺上）

村

香菜子（長興寺上）

｛下

①

ご冥福をお祈りします

11

村
下
平
谷

キ ミ
金次郎
タ ミ
キヨシ

（83歳） 宇堂口
（93歳） 荒

谷

（99歳） 妻の神

（平成23年7月1日現在）

６，
６０２ 人（ −４）

男

３，
１８３ 人（ −５）

女

３，
４１９ 人（ + １）

伊保内地区の中心部に建設

まさざね館データ

47

を進めていた街の駅﹁まさざ

11

ね館﹂が完成し︑７月９日に

名称／街の駅﹁まさざね館﹂

指定管理者／九戸村商工会

開所式が行われました︒多く

況は︑人口の減少と購買力の

開館時間／午前 時から午

所在地／九戸村大字伊保内

村外流失などにより厳しい状

後７時まで

の人が見守る中︑岩部茂村長

況にある︒まさざね館のオー

総事業費／１億２７５５万円

第 地割 番地１

プンを契機に︑まち場のにぎ

建物／木造二階建て

10

が﹁中心商店街を取り巻く状

わいと商店街の活性化のため

◆いくつかの事業所にお邪魔させていただ
き、職場体験学習を取材。仕事に取り組む
中学生の真剣な表情に頼もしさを感じまし
た。４日間でたくさんの貴重な経験ができ
たのではないでしょうか◆取材日は、総務
企画課で職場体験を行っていた山下くんに
写真撮影をおまかせ。一眼レフカメラを持
つのは初めてということでしたが、同級生
ならではの距離感で（？）良い写真がいっ
ぱい撮れていました！（尾友）

︻１階︼
特産品販売コーナー・

編集室から ●●●●●

の中心施設として︑皆さまに

電話番号／０１９５︵４２︶２１１１㈹
メールアドレス／ kunohe@vill.kunohe.iwate.jp
ホームページ／ http://www.vill.kunohe.iwate.jp/

（カッコ内は１月からの累計）

キッズコーナー・休憩コー

５ 人（ ５６人）

大いにご利用いただきたい﹂

死 亡

ナー・トイレ︵多目的・洋

２ 人（ １５人）

とあいさつ︒その後はバンド

出 生

式・和式︶
︻２階︼多目的ホー

９ 人（ ８９人）

や日本民謡協会岩手九戸支部

転 出

ル・小会議室・ギャラリー・

７ 人（ ５７人）

７月９日・街の駅「まさざね館」開所式
の発表︑餅まきなどのオープ

転 入

にぎわい創出の
中心施設が完成

トイレ︵洋式︶

２，
１８５世帯
（ −２）
（カッコ内は前月比）

●●●●●

❶７月９日にオープンした街の駅「まさざね館」
。❷多くの人が集まる中、開
所式が行われました。❸１階には、村の特産品販売コーナーのほか、休憩コー
ナーとキッズコーナーを設置。

ニングイベントが行われ︑大

●世帯数

③

（66歳） 戸田下

人のうごき
●人 口

②

にぎわいの初日となりました︒

■発行／岩手県九戸村 ■編集／総務企画課
〶０２８ ６
- ５０２
岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第 地割 番地６

10

田
山
柳
熊
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