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No.89
二戸広域事務組合
10月定例会開会

　二戸管内４市町村で構成している二戸地区広域行政事
務組合の 10 月定例会（議会）が開会されます。暮らしに
身近な消防、介護保険、し尿処理、ごみ処理などの共同
処理事業について質疑が行われ
ます。誰でも傍聴できますので
お越しください。
■日時　10 月 19 日（月）　
　　　　午前 10 時～
■場所　二戸地区広域行政事務組合会議室
■問い合わせ
　二戸地区広域行政事務組合事務局（☎23-7772）

二戸地区広域行政事務組合　　　　　　　　☎23-7772

一人で悩まないで
保健師の出前相談

　出かけるのがおっくう、眠れないな
どありませんか？話してみましょう。
気持ちが楽になるかも、気軽にどう
ぞ！
■日時　10 月６日（火）　
　　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
■場所　戸田老人福祉センター
※待ち時間を少なくするため、希望の
時間を保健師まで連絡してください。保健センターでは
いつでも相談を受けられます。連絡ください。
■問い合わせ　
　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122

みんなでお話しませんか？
おしゃべりサロンひだまり

　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。
お一人で悩まず、仲間づくり
にいらしてください。保健師・
傾聴ボランティア「はまなす」
の会員が交代でおります。
■日時　10 月 14 日（水）　
　午前 10 時～ 11 時 30 分
■場所　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 122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122

カシオペア安全安心
ちびっこまつり開催

　二戸地区防犯協会連合会と二戸警察署では、二戸地区
の児童の犯罪・事故防止についての意識高揚を図ること
を目的として、第８回カシオペア安全安心ちびっこまつ
りを開催します。近未来警察カシオペアの防犯劇や、岩
手県警察音楽隊による演奏と交通安全教室、そして白バ
イ・パトカーの展示もあります。
　子どもから高齢者まで楽しめる内容ですので、多くの
人の来場をお待ちしています。
■日時　10 月７日（水）　午前 10 時～正午まで
■場所　二戸市民文化会館大ホール
■参加料　無料
■問い合わせ
　二戸地区防犯協会連合会事務局（☎ 29-0110）

二戸地区防犯協会連合会事務局　　　　　　☎29-0110
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村のこよみ９・10 月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
9・17 ㊍ 九戸政實杯ゲートボール親善交流大会 8：30 村陸上競技場
19 ㊐ 村敬老会 各会場
24 ㊍ 黄色い羽根の配布 7：30 各小学校

27 ㊏
駅伝大会 8：00 国道340号線
ふるさと創造館まつり 10：00 ふるさと創造館

28 ㊊ 幼児教室（集団） 9：15 保健センター
29 ㊋ 献血 10：00 保健センター

10・1 ㊍ 九戸政實杯グラウンドゴルフ大会 9：00 村陸上競技場
3 ㊏ 九戸政實市民文士劇 18：00 二戸市民文化会館

4 ㊐
戸田かぼちゃ祭り 9：30 戸田小学校校庭
九戸政實市民文士劇 13：00 二戸市民文化会館

7 ㊌ カシオペア安全安心ちびっこまつり 10：00 二戸市民文化会館
9 ㊎ ５歳児健診 ＨＯＺホール
11 ㊐ 村家庭婦人バレーボール大会 8：30 村体育センター
13 ㊋ いきいきふれあい集会 10：00 ＨＯＺホール

　

福祉のしごと相談

　介護・福祉のしごと定期相談会
を開催します
■日時　10 月 20 日（火）
　　　　　　   27 日（火）
　午後１時 30 分～午後３時 30 分
■場所　ハローワーク二戸会議室
■内容　仕事内容や求人に関する
こと
■申し込み・問い合わせ　県福祉人材
センター　（☎ 080-1651-6203・城内）

全国一斉！
法務局休日相談所

　法務局では全国一斉！法務局休日相談所を開催します。
■日時　10 月４日（日）　午前 10 時～午後４時まで
■開催場所　盛岡地方法務局二戸支局
　○予約先電話番号　☎ 25-4811
■相談内容　登記、相続、戸籍、近隣問題など
■問い合わせ　盛岡地方法務局総務課（☎ 019-624-
9861）

盛岡地方法務局総務課　　　　　　　☎ 019-624-9861

司法書士無料
法律相談所開設

■日時　10 月１日（木）　午前 10 時～午後３時
■無料法律相談会場　二戸シビックセンター
■電話による無料法律相談　☎ 019-652-9350
■相談内容　不動産・商業登記手続きの代理、訴訟書類
の作成、簡易裁判所の手続き代理
■問い合わせ　県司法書士会事務局（☎ 019-622-3372）

盛岡地方法務局総務課　　　　　　　☎ 019-624-9861

司法書士による
成年後見相談会

　県司法書士会と（公社）成年後見センター・リーガルサ
ポート岩手支部では、下記の通り無料成年後見相談会を
行います。
■日時　10 月３日（土）　午前 10 時～午後３時
■場所　岩手県司法書士会館
■相談例　一人暮らしの今後が心配。年金が母のために
使われていないみたい。など
■電話による無料法律相談
　☎ 0120-823-815　☎ 0120-333-184
■問い合わせ　県司法書士会事務局（☎ 019-622-3372）

県司法書士会事務局　　　　　　　　☎ 019-622-3372

飼い猫以外の猫に
餌を与えないで！

　かわいそうだからと、飼い猫以外の猫に餌を与え始め
ると、そこに住み着いてどんどん繁殖します。 
その結果→
◎生きられない子猫や処分されてしまう猫が増える 
◎周辺の糞尿汚染や泣き声などで近所迷惑となる 
…などの問題が発生します。 
　猫に餌を与えることは、その猫の飼い主になるという
ことです。飼い主には、その猫の健康・安全管理から糞
尿の始末・周辺環境への配慮などの責任が伴います。
→ 責任を持てない餌やりはやめましょう  
■問い合わせ　住民生活課保健衛生班　（☎ 42-2111 内線 123）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 123


