
■証明書は午後 8 時まで交付…役場住民課と税務課の各種証明書は、事前に予約しておくと午後 8 時まで

（土・日曜日も）受け取ることができます。電話による予約は住民課 ☎ 611-2502・税務課 ☎ 611-2522 まで。
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消防★警察
   　　　 （　）は１月からの累計

 ■火災発生…00 件（004 件） 
 ■救急出動…77 件（795 件）
 ■飲酒運転
 　検挙者数…01 件（005 件）

11月中
の件数１ 月 の 納期

国民健康保険税普通徴収第 7 期

介護保険料普通徴収第 10 期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 10 期

忘れずに、納めましょう

暮らしの専門相談所　矢巾町社会福祉協議会 ☎611-2840 有線3124

人権（9:00～15:00） 1/13 ㈮ 高齢者・幼児 1/17 ㈫
行政（9:00～12:00） 1/13 ㈮ 司法書士（要予約） 1/27 ㈮
弁護士（要予約） 1/13 ㈮ 心配ごと全般 1/27 ㈮

【場所】さわやかハウス  【時間】13:00～16:00 （弁護士は10:00～15：00）

　調理業務に従事する調理師は、２

年ごとに勤務状況（12 月 31 日現在）

を就業地の保健所に届け出ることが

義務付けられています。

　平成 28 年度は届け出が必要な年

ですので、対象となる方は忘れずに

届け出をしてください。

▼対象　施設または営業で調理業務

に従事する調理師（調理師免許保有

者）※パートタイム、アルバイトも

含みます。

▼ 届け出期間　１月４日㈬から 13

日㈮まで

▼届け出先・問い合わせ　就業地を

管轄する県保健所（矢巾町、盛岡市、

滝沢市、紫波町など県央広域エリア

は県央保健所、☎ 629-6584）へ。

※届出用紙は県ホームページでダウ

ンロードできます。

▼主催　盛岡広域振興局 　

▼ 日時　１月 13 日㈮午前 10 時か

ら午後 2 時 30 分まで

▼集合場所　さわやかハウス

▼定員　20 人（先着順）

※中学生以下の方は保護者同伴でご

参加ください。

▼内容　原木しいたけを使った料理

教室（午前）、原木しいたけもぎ取

り体験（午後）

▼参加料　500円（食材、収穫体験代）

▼申し込み・問い合わせ　1 月 4 日

㈬から 10 日㈫までに、役場産業振

興課農林係（☎ 611-2611）へ。

水道
豆知識
列伝！

その 74

じじゃゃじゃじゃっっととくんの

つ・ぶ・や・きつ・ぶ・や・き。。
　明けましておめでとうだジャ！今回は、寒い日が続くと心配に

なる　「水道管の凍結防止」について話をするジャ。

　凍結させねえためには、しっかりと水抜きをすることが大切な

んだジャ。手動の水抜き栓だけでなく、電動の水抜き栓や水道管

にヒーターが巻かれている場

合もあるから、操作方法をし

っかりと確認してくれジャ。

　万が一、凍結してしまった

ら「水道やはば」ホームペー

ジに掲載している指定工事店

に自分で連絡することになる

から、要チェックだジャ！

 ★最新情報・矢巾町指定工事店の確認はこちら
「水道やはば」ホームページ http : //suidou .town.yahaba .iwate .jp/

原木しいたけ料理教室・ 　

もぎ取り体験を開催します

調理業務に従事する調理師の方

業務従事届の提出を忘れずに
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19 ■毎週水曜日は役場住民課、税務課、福祉・子ども課窓口が午後 7 時まで延長…取り扱い業務は次の 7 種類です。

≪①各種証明書の交付②戸籍の届け出③転入転出④国民健康保険⑤国民年金⑥児童手当⑦納税相談≫

お知らせ・募集お知らせ・募集

※「広報やはば」の広告に関する問い合わせは、ナチュラルコム株式会社（☎ 652-9190）へ。

　矢巾町国際交流協会では、昨年友

好都市のアメリカ合衆国フリモント

町を訪問した中高生派遣団の報告会

と、町内在住の外国人との「ふれあ

い広場」を開催します。お気軽にご

参加ください。

▼日時　1 月 21 日㈯ ①報告会（午

前 10 時～）、②ふれあい広場（午

前 11 時 30 分～）

▼場所　やはぱーく１階プロムナード

▼参加料　300 円（小学生以下無料）

▼申し込み・問い合わせ　矢巾町国

際交流協会事務局（役場総務課内、

☎ 611-2711）

◆橋場住宅（東徳田）１戸

　家賃　6,800 円～ 10,200 円

◆風張住宅（西徳田）１戸

　家賃　4,800 円～ 7,100 円

◆三堤住宅１号棟（南矢幅）１戸

　家賃　12,600 円～ 18,800 円

◆三堤住宅４号棟（南矢幅）２戸

　家賃　15,000 円～ 22,300 円

◆明堂住宅（南矢幅）１戸

　家賃　17,000 円～ 25,400 円

▼入居資格　①同居する親族がいる

または満60歳以上の単身者②所定の

収入基準を満たす③申込者または現

在の同居親族に持ち家がなく、現に

住宅に困窮している④申請者および

同居する親族が暴力団員でない⑤現

在矢巾町に住民登録しているか、矢

巾町内に勤務している⑥住民税など

の市町村税を滞納していない⑦過去

に住宅使用料の滞納がない⑧保証能

力のある連帯保証人がいる

※詳しい内容や連帯保証人の要件に

ついては、お問い合わせください。

▼募集期間　１月 10 日㈫～18 日㈬
午前 8 時 30 分～午後５時

▼抽選日時・会場　１月 25 日㈬
午後６時～、役場２階 2-2 会議室

▼申し込み・問い合わせ　役場道路

都市課地域整備係（☎ 611-2635）

○実相寺　様

　（晴山弘俊 住職）       100,000 円

○矢巾町商工会女性部　様

　（吉田玲子 部長）       10,000 円

社会福祉協議会福祉基金に寄付

ありがとうございますおおおお

　矢巾町消防団出初め式が、１月 8

日㈰の午前 10 時 40 分から午前 11

時 10 分まで、矢巾ショッピングセ

ンター（「れすとらん四六時中」前駐

車場）で行われます。

　当日の午前 10 時 20 分から午前

10 時 40 分ころまで、やはぱーく

前十字路から田口カーサービス前十

字路までの道路（県道矢巾停車場線）

が通行止めとなります。皆さんのご

協力をお願いします。

　なお、出初め式は自由に観覧でき

ますので、気軽にお越しください。

▼問い合わせ　役場総務課防災安全

室（☎ 611-2708） 　
　町では、いつまでも健康で若々し

い脳を保ち、認知症を予防するため

「脳いきいき教室」を開催します。　

※「コグニサイズ」とは、国立長寿医

療研究センターで開発された、計算

や頭を使いながら身体を動かす認知

症予防運動です。　※参加無料

▼ 日時　2 月 2 日、9 日、16 日、23 日

（全 4 回、いずれも木曜日）、午前

10 時～午前 11 時 30 分

▼ 場所　さわやかハウス（上履きを

持参してください）

▼ 対象・定員　町内に住所がある

65 歳以上の方で介護保険を利用し

ていない方、20 人（先着順）

▼ 申し込み・問い合わせ　1 月 27

日㈮までに、役場健康長寿課長寿支

援係（☎ 611-2828）へお申込みく

ださい。

認知症あれこれ相談
　【場所】さわやかハウス

矢巾町地域包括支援センターさわやかハウス相談室

☎ 697-5570　夜間 080-5740-0684

平日 月～金    9:00 ～ 17:00

夜間（電話のみ） 1/27 ㈮  19:00 ～ 21:00

まちなか物忘れ相談室（ショッピングモールアルコ）  

               　     1/10㈫  13:00 ～ 16:00

「おれんじカフェ」（やはぱーく） 

　　　  　    1/14 ㈯  10:00 ～ 12:00

矢巾町消防団出初め式を開催

通行止めにご協力ください

町営住宅の入居者を募集します

（橋場・風張・三堤・明堂）

フリモント派遣団報告会を開催

お気軽にご参加ください

コグニサイズで認知症予防！

「脳いきいき教室」参加者募集


