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二戸地区で
合同公売会

　差し押さえ物件の公売会を自治体が合同で行います。
■第３回二戸地区合同公売会（動産）
⃝日時　9 月 8 日（金）　午前 10 時～
⃝入札　午前 11 時～午前 11 時 15 分
⃝再入札　午後２時～午後２時 10 分
⃝当日必要な物　①買受代金（現金）　②印鑑　③身分
を証明する書類
⃝会場　二戸地区合同庁舎
⃝公売財産　軽自動車ホンダバモス、プレイステーショ
ン 4、冷蔵庫や日用品、骨董品など 170 点以上
■第４回二戸地区合同公売会（不動産）
⃝日時　11 月 17 日（金）
⃝受付開始　午前９時～
⃝入札　午前 10 時～午前 10 時 10 分
⃝当日必要な物　①公売保証金および買受代金（現金）
　②印鑑　③身分を証明する書類　④農地買受適格者証
明書（田および畑を購入時のみ）
⃝会場　二戸地区合同庁舎
⃝公売財産　○二戸市石切所　田 2 筆、畑 1 筆
○二戸市福田　畑 1 筆　○ 九戸村　山林 3 筆
※詳細は村ホームページにも掲載しています。
≪インターネット公売≫
税金の滞納によって差し押さえた動産を、Yahoo ！官公
庁オークションで公売します。
⃝出品予定　骨董品や生活雑貨など 10 点
⃝申込受付　８月 17 日（木）　午後１時～
※詳しくは村ホームページをご覧ください。
■問い合わせ
　税務会計課税務徴収班（☎ 42-2111 内線 233）

税務会計課税務徴収班　　　　　　☎ 42-2111 内線 233

障がい児童の養育者
に扶養手当てを支給

　精神または体に障がいのある児童を養育している人
は、手続きをすれば特別児童扶養手当てが支給されます。
■受給資格者　精神または体に障がいを有する 20 歳未満
の児童を養育している人。（所得制限があります。児童が
障がい年金を受けている場合などは支給されません）
■支給額　障がいのある児童 1 人につき
　○ 1 級　月額 51,450 円　○ 2 級　月額 34,270 円
■手続き方法　戸籍謄本、住民票、診断書などを持参し
て、住民生活課に請求書を提出してください。
■所得状況届　現在手当てを受給している人は、8 月
31 日（木）までに所得状況届を提出してください。
■申し込み・問い合わせ
　住民生活課地域福祉班（☎ 42-2111 内線 203）

住民生活課地域福祉班　     　　☎ 42-2111 内線 203

母子・父子家庭に
扶養手当てを支給

　母子・父子家庭の人などは、手続きをすれば児童扶養
手当てが支給されます。
■受給資格者　父母の離婚、死亡などの要件に該当する
児童を監護している母や父など。（所得制限があります）
■支給額　児童１人のとき　月額 42,290 円
■手続き方法　戸籍謄本、住民票などを持参して、住民
生活課に請求書を提出してください。
■現況届　現在手当てを受給している人は、8 月 31 日

（木）までに現況届を提出してください。
■申し込み・問い合わせ
　住民生活課地域福祉班（☎ 42-2111 内線 203）

住民生活課地域福祉班　     　　☎ 42-2111 内線 203
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保健師の出前相談

　保健師が悩み事の相談を受け付けます。
■日時　９月５日（火）　午前９時 30 分～午前 11 時 30 分
■場所　村老人福祉センター
■申込締切　９月４日（月）まで
※相談を希望する人は予約が必要です。
■申し込み・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

悩み事話しませんか

　家庭や介護の事など、お茶を飲みながら話しませんか。
■日時　９月 13 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 122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122

　

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　９月８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）

男性の介護予防

　男性の皆さん、外に出て仲間づくりをしませんか。
■男の湯っこ介護予防教室
⃝日時　月２回（第２・４火曜日）午前 10 時 30 分～午後３時
⃝場所　ふるさとの館
⃝内容　認知症予防の脳トレーニング・シルバーリハビ
リ体操など。最寄りのバス停まで送迎します。
■男の介護予防料理スクール
⃝日時　月１回（木曜日）　午前 10 時～午後２時
⃝場所　村山村開発センター
⃝内容　基本的で簡単な料理を作れるようになりましょう
■申し込み・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

学びませんか
楽しい子育て

　保護者が子どもとよりよい関わり方を学習する、ペアレ
ントトレーニングを学びませんか。
■日時
　８月 25 日（金）　午後１時 15 分～午後３時 30 分
　９月 29 日（金）　午後１時 15 分～午後３時 30 分
■会場　村保健センター
■講師　三枚堂静子さん
１回のみでも参加は可能です。希望者は下記へ申し込み
ください。
■申し込み・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

村のこよみ８・９月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
8・17 ㊍ 九戸まつり（～19日まで） 伊保内地区

23 ㊌
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
乳児健診 13：45 保健センター
ブックスタート事業 14：15 保健センター

25 ㊎ 幼児教室 9：30 保健センター
26 ㊏ やまびこ読み聞かせ会 10：00 公民館図書室
27 ㊐ 黒山の昔穴遺跡調査現地説明会 10：00 黒山の昔穴遺跡ほか

9・2 ㊏ 村畜産まつり 9：30 ＪＡ新いわて九戸支所駐車場

3 ㊐
村民スポーツ・レクリエーション大会
（ビーチボール・グラウンドゴルフ・パー
クゴルフ・ソフトボール・ハイキング）

村体育センターほか

5 ㊋ 村小学校陸上記録会 8：30 村陸上競技場
保健師の出前相談 9：30 村老人福祉センター

7 ㊍ 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
8 ㊎ デイケア 9：30 保健センター
11 ㊊ 青少年劇場：ＡＬＯＨＡ！フラ！（小学生対象） 14：00 ＨＯＺホール
13 ㊌ 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
16 ㊏ 村敬老会 各会場


