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　平成 29 年  7 月 14 日発行   〈まちの広報紙〉

役場からのお知らせ
　発行／矢巾町　　編集／矢巾町役場企画財政課

　　〒 028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第 13 地割 123 番地　

　　　（☎ 697-2111 ／ FAX 697-3700）

　　矢巾町ホームページ      http : //www . town . yahaba . iwate . jp

　　※町へのお問い合わせは、ホームページ内の「メールでのお問い合わせ」からお寄せください。

農地に関する相談会農地に関する相談会お

気軽にご相談ください気軽にご相談ください

地域を守る警察官 地域を守る警察官 おお

交番の管轄地域について交番の管轄地域について

▲

相談内容　農地に関すること（農地の貸借、売買、農地転用、

農地中間管理事業など）

※新規就農、農業者年金などの相談にも応じます。

▲

日時　7 月 30 日㈰午前 10 時～午後３時　※予約不要

▲

場所　やはぱーく 1 階活動スペース

▲
問い合わせ　矢巾町農業委員会事務局（☎ 611-2541）

※当日は相談業務のみ（手続きは、後日農業委員会事務局へ）。

 【農業者年金へ加入しませんか】 農業者年金は、①国民年金の第

１号被保険者②年間 60 日以上農業に従事③ 60 歳未満の 3 つの

条件を満たしていれば、どなたでも加入できます（農地の有無は

問いません）。配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

積立方式で掛け金がそのまま自分の年金の原資になります。

　流通センター駐在所が、6 月

11 日に閉鎖となり、盛岡市羽場

に飯岡交番が開設されました。

　流通センター内の管轄は次の

ようになっていますので、皆さ

んご確認ください。

 【流通センター北】飯岡交番

 【流通センター南】矢巾交番

　なお、矢巾交番は矢巾町全域

を管轄しています。

▼飯岡交番（☎ 638-0605）

▼矢巾交番（☎ 697-2120）

◆休日救急当番医　（紫波・矢巾の医療機関を利用する際は、事前に電話連絡をお願いします）

月日 矢巾・紫波 盛岡（内科） 盛岡（外科・整形外科） 盛岡（小児科） 歯科

7/16

（日）

県立中央病院附属紫波地域診療

センター 桜町☎676-3311

あさくらクリニック

茶畑 ☎ 621-3322　

さかもと整形外科

天神町 ☎ 623-8555

臼井循環器呼吸器内科・小児科

松園 ☎ 662-9845
－

7/17

（月）

紫波中央眼科

紫波中央駅前 ☎681-7595

中の橋斉藤クリニック

中ノ橋 ☎ 601-2277

鈴木整形外科

本宮 ☎ 658-0202

よしだクリニック

西仙北 ☎ 635-8341
－

7/23

（日）

なおしま医院

上平沢 ☎ 673-6967

田中循環器内科クリニック

永井 ☎ 632-1320

菊池整形外科・形成外科クリニック

清水町 ☎ 606-5100

吉田小児科

梨木町 ☎ 652-1861

煙山歯科医院

上矢次 ☎ 697-7900

7/30

（日）

E. 肌クリニック不来方

南矢幅 ☎ 698-1152

吉田消化器科内科

東見前 ☎ 632-4600

緑が丘整形外科

緑が丘 ☎ 664-1555

村田小児科医院

紺屋町 ☎ 622-7132
－

※休日救急当番医の診療時間は午前９時から午後５時までです。なお歯科休日救急当番医については午前９時から正午までです。

◇夜間急患診療所（午後７時～午後 11 時）盛岡市神明町 ☎ 654-1080　◇高度救命救急センター 盛岡市内丸 ☎ 651-5111

■休日救急当番医・救急病院が確認できるホームページ　http ://www . med － info . pref . iwate . jp/

■休日当番薬局が確認できるホームページ http://www. iwayaku . or . jp/to_citizens/holiday/shiya . html
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【重要情報】もしもの時に備えましょう！【重要情報】もしもの時に備えましょう！

弾道ミサイル落下時の行動について弾道ミサイル落下時の行動についておおお

　弾道ミサイルは、発射からきわめて短時間で着弾します。もし、ミサイルが日本に落下する可能性

がある場合は、Ｊアラート（全国瞬時警報システム）を活用して、防災行政無線で特別なサイレン音

とともにメッセージを流すほか、緊急速報メール、テレビなどにより緊急情報をお知らせします。

　ミサイルの発射や緊急情報を受け取ったら、行政機関の指示に従い、次の①、②を実施し、ご自身

の状況に応じた行動を速やかに開始してください。もしもの時は、落ち着いて行動するよう、皆さん

のご協力をお願いします。

▼避難行動　①速やかな避難行動　②正確かつ迅速な情報収集

状　況 求められる行動 行動をとることで体が守られます

屋外にいる場合
近くのできるだけ頑丈な建物

や地下街に避難する。

爆発による閃光や爆風などから身を守ります。

また、飛散物から体を守ります。

建物がない場合
物陰に身を隠すか、地面に伏

せて頭部を守る。

飛散するものや、爆風などに当たる面積をでき

るだけ小さくします。

屋内にいる場合
できるだけ窓から離れ、でき

れば窓のない部屋へ移動する。

ガラスの飛散による裂傷や、爆風などの熱から

体を守ります。

　内閣官房による国民保護ポータルサイトには、より詳しい避難行動が示されています。

　この機会に、外部からの武力攻撃やテロが発生した場合に、普段から何を備えておけ

ばよいのか確認しましょう。

▼問い合わせ　役場総務課防災安全室（☎ 611-2708）

国民年金保険料の国民年金保険料の

免除・猶予申請免除・猶予申請お

矢巾町職員採用試験を実施します矢巾町職員採用試験を実施します

【一般事務職・土木技術職】【一般事務職・土木技術職】

　国民年金保険料の納付が経済

的理由などで困難な場合に、保

険料の納付が免除・猶予となる

制度があります。

　免除申請は各年度ごととな

り、平成 29 年度分（７月分～

平成 30 年６月分）の保険料の

免除申請は、７月から役場住民

課窓口または年金事務所で受け

付けています。

▼必要なもの　年金手帳、認印

※失業中の方は、離職票や雇用

受給資格者証などをお持ちくだ

さい。

▼問い合わせ　盛岡年金事務所

（☎ 623-6211）、役場住民課医

療年金係（☎ 611-2509）

　町では、平成 30 年度に採用する町職員（一般事務職・土木技術職）

の採用試験を次のとおり実施します。

◎職種・採用予定人員・受験資格

 【一般事務職】 若干名　高校卒業（平成 30 年３月卒業見込み含む）

以上で、昭和 62 年４月２日以降に生まれた方

 【土木技術職】 若干名　高校卒業（平成 30 年３月卒業見込み含む）

以上で、土木技術科目を履修し、昭和 57 年４月２日以降に生まれ

た方

▼申し込み　８月 16 日㈬までに所定の申込書を記入の上、役場 3 

階総務課へお申し込みください（郵送する場合は必着）。申込書は

役場総務課および 1 階総合案内に備え付けています。受付時間は午

前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分です（土日、祝日を除く）。

▼第 1 次試験　平成 29 年９月 17 日㈰に岩手大学（盛岡市）で実

施※第１次試験は、紫波郡と岩手郡の町、八幡平市、滝沢市が共同

で実施します。

▼問い合わせ　役場総務課職員係（☎ 611-2703、〒 028-3692 紫

波郡矢巾町大字南矢幅 13-123）

国民保護ポータルサイト
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農業用ため池での農業用ため池での

転落事故に注意！転落事故に注意！

子育てでお悩みの方へ子育てでお悩みの方へ

教育相談会を開催教育相談会を開催おお

臨時福祉給付金の臨時福祉給付金のお

申請はお済ですか？申請はお済ですか？

　農業用のため池や水路などの

施設で転落事故が発生していま

す。特にも幼児・児童や高齢者

の事故が多く発生しています。

釣りや水遊び、草刈り中は転落

事故に注意してください。

 【事故を未然に防ぐ】 転落の危

険のある施設には絶対に近づか

ない。釣りや水遊びなどは許可

された場所で行う。

 【ため池など持ち主の方へ】 立

ち入り禁止看板を設置しフェン

スなど安全施設の点検を行う。

▼問い合わせ　町内にあるため

池などの場所を知りたい方は、

役場産業振興課農林係（☎ 611-

2614）へ。

　町では、就学前のお子さんの

保護者で、子育てでお悩みの方

を対象に相談会を開催します。

▼開催期日　８月 22 日㈫、23 日

㈬、25 日㈮、29 日㈫～ 31 日㈭、

９月 1 日㈮、５日㈫～８日㈮、12

日㈫、13 日㈬、21 日㈭、22 日㈮、

26 日㈫～ 28 日㈭、10 月３日㈫

～６日㈮

▼時間　午前９時～午後３時（相

談の時間帯は申し込みの際にご

確認ください）

※相談にはなるべくお子さんと一

緒にお越しください。

▼場所　町公民館２階研修室など

▼申し込み　町教育委員会学務課

学校教育係 (☎ 611-2648）

　町では、町県民税非課税の方

を対象とした臨時福祉給付金

（経済対策分）の受け付けを行っ

ています。

　給付の対象と思われる方に

は、申請書を郵送しています。

未申請の方は、必要事項を記入

の上、忘れずに申請してくださ

い。なお、申請書をなくした方

には再発行します。

▼給付額　対象者１人につき

15,000 円

▼申請期限　9 月 30 日㈯

※当日消印有効

▼問い合わせ　役場福祉・子

ど も 課 福 祉 係（☎ 611-2571、

2572）へ。

町食育推進計画（案）町食育推進計画（案）

パブリックコメント募集パブリックコメント募集

接種対象者は忘れずに受けましょう！接種対象者は忘れずに受けましょう！おお

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種を実施高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種を実施

　町では、健全な食生活を実践

するために、矢巾町食育推進計

画（第２次）の策定を進めてい

ます。そこで、広く皆さんか

らご意見をいただくため、計画

（案）に対するパブリックコメン

トを募集します。

▼期間　7 月 18 日㈫～ 8 月 18

日㈮※土日、祝日は閉庁日

▼公開方法　健康長寿課窓口お

よび町ホームページで公開

▼意見の提出方法　窓口に書面

を提出、郵送、ＦＡＸ、電子メー

ル、町ホームページのいずれか

▼提出先・問い合わせ　役場健

康長寿課健康づくり係（☎ 611-

2827、FAX698-1214）

　町では、7 月から高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種を実施

しています。

▲

対象　以下の①、②のいずれかに該当する方で、過去に肺炎球

菌ワクチン（23 価）を接種したことがない方

①平成 29 年度中に 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、

95 歳、100 歳になる方（個別に通知しています）

② 60 歳以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器または免疫機能障

害 1 級に認定され、身体障害者手帳が交付されている方（事前に

身体障害者手帳を持参し、役場への申請が必要）

▲

接種期間　平成 30 年 3 月 31 日㈯まで　※接種回数１回

▲

接種場所　紫波郡内、盛岡市内の指定医療機関（詳しくは、担

当課へお問い合わせください）

▲

接種費用　60 ～ 70 歳の対象者は、接種費用から公費負担額

（５千円）を差し引いた額を自己負担（生活保護を受けている世

帯の方は、事前申請で全額公費負担（無料）となります）

　75 歳以上の対象者は無料

▲

問い合わせ　役場健康長寿課健康づくり係（☎ 611-2825、2826）
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岩手医科大学市民公開講座  岩手医科大学市民公開講座  おおおおおおお

矢巾キャンパスで開催【受講無料・要申込】矢巾キャンパスで開催【受講無料・要申込】

▲

日時　下表のとおり。※ 1 日だけの受講、午前または午後のみの受講も可能です。

開催日 時間 講座内容 講師

8 月 1 日㈫

13 : 10 ～ 13 : 25 開講式

13 : 30 ～ 15 : 00 「これからの健康を考える」
小山薫 先生 
全学教育推進機構 教養教育センター

人間科学科 体育学分野 准教授

8 月 2 日㈬

10 : 20 ～ 11 : 50 「子どものむし歯、大人のむし歯」
岸光男 先生
歯学部 口腔医学講座

予防歯科学分野 教授

13 : 30 ～ 15 : 00
「いわてと農林水産物の効能と機能性食

品としての可能性－イサダとリンゴ－」

弘瀬雅教 先生
薬学部 分子細胞薬理学講座 教授

8 月 3 日㈭

10 : 20 ～ 11 : 50 「これからの心臓、血管外科治療」
金一 先生
医学部 心臓血管外科学講座 教授

13 : 30 ～ 15 : 00
「豊かな子育てにつながる地域づくり

－アロマザリングの視点から考える－」

蛎﨑奈津子 先生　
看護学部 成育看護学講座 教授

15 : 00 ～ 15 : 15 閉講式

▲

会場　岩手医科大学矢巾キャンパス（西徳田）本部棟 2 階大堀記念講堂

▲

申し込み・問い合わせ　7 月 28 日㈮までに、申込書をＦＡＸまたは郵送で、同大学矢巾キャン

パス教務課（〒 028-3694 矢巾町大字西徳田 2-1-1、☎ 651-5110 内線 5506、ＦＡＸ 698-1826）へ。

※申込書は同大学ホームページ（http://www. iwate-med. ac. jp）からダウンロードできます。

徳丹城の歴史を紹介徳丹城の歴史を紹介お

ボランティアガイド募集ボランティアガイド募集

農地を貸す人・借りる人農地を貸す人・借りる人にお知らせにお知らせ

農地中間管理事業を活用しましょう農地中間管理事業を活用しましょう

　町では、徳丹城跡を紹介、案

内するボランティアガイドを募

集します。ガイド経験の有無に

限らず、徳丹城の歴史に興味が

ある方の参加をお待ちしていま

す。

▲

対象　18 歳以上で徳丹城ボラ

ンティアガイドとしての活動を

希望する方

▲

募集人数　10 人

▲

その他　応募者を対象に、徳

丹城の概要を学ぶボランティア

養成講座を開催します。

▲

申し込み・問い合わせ　町教

育委員会社会教育課文化財係

（☎ 611-2860）へお申し込みく

ださい。

　公益社団法人岩手県農業公社（岩手県農地中間管理機構）では、

農地を貸したい人と借りたい人との間に入り、貸し借りのお手伝

いをする農地中間管理事業を行っています。

　農地中間管理事業は、農業をリタイアするので農地を貸したい

人などから公社が農地を借り入れ、規模拡大や新規就農などで農

地を借りたい人に公社が農地を貸し付ける事業です。

　この事業を活用することにより、農地を貸した人と借りた人の

双方に次のメリットがあります。

 【農地を貸した人】 機構集積協力金の交付（一定の要件がありま

す）や固定資産税などの優遇措置があります。

 【農地を借りた人】 分散した農地をまとめることが可能です。

　同公社は、法律に基づき指定された機関であり、安心して農地

を任せることができます。

　地域の農地を守り、活かすために、農地を貸したい・借りたい

と考えている方は、農地の有効活用について町農業委員会にお問

い合わせください。

▲

問い合わせ　矢巾町農業委員会事務局（☎ 611-2543）
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町内施設の空間放射線量の測定結果町内施設の空間放射線量の測定結果おお

測定施設全てが国の基準を下回りました測定施設全てが国の基準を下回りました

　町では、町内の保育園や小学校、児童館など 14 施設を対象に、空間放射線量の測定を実施し

ました。測定結果は表のとおりです。

　町内の施設では、１時間あたりの放射線量は 0.02 ～ 0.06 マイクロシーベルト / 時でした。こ

れは国が線量低減対策（除染）の基準としている 1.0 マイクロシーベルト / 時を大きく下回る数

値です。

【測定条件】

▼測定日　平成 29 年 6 月 28 日㈬

▼測定場所　各施設の軒下、雨どいなど無作為に抽出した４カ所と園庭やグラウンド

▼測定方法　地面から 5 ㌢（保育園園庭・小学校グラウンドは 50 ㌢、中学校グラウンドは１㍍）

の高さで、30 秒の間隔で５回測定した平均値

【測定結果】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：マイクロシーベルト）

測定施設 測定場所 数値 測定施設 測定場所 数値

煙山保育園

園舎北東側 0.03

徳田児童館

施設北東側 0.03

園舎北西側 0.04 施設北西側 0.03

園舎南東側 0.02 施設南東側 0.03

園舎南西側 0.03 施設南西側 0.03

園庭（高さ 50 ㌢） 0.06 外庭（高さ 50 ㌢） 0.02

北高田保育園

園舎北東側 0.03

徳田小学校

校舎北玄関東側 0.04

園舎北西側 0.03 校舎北玄関西側 0.03

園舎南東側 0.03 校舎南西側 0.04

園舎南西側 0.03 体育館出入口 0.03

園庭（高さ 50 ㌢） 0.03 グラウンド（高さ50㌢） 0.03

やはば保育園

園舎北東側 0.03

煙山小学校

校舎北玄関東側 0.03

園舎北西側 0.03 校舎北玄関西側 0.03

園舎南東側 0.03 プレハブ棟南西側 0.03

園舎南西側 0.03 体育館出入口 0.03

園庭（高さ 50 ㌢） 0.03 グラウンド（高さ50㌢） 0.04

北川保育園

園舎北東側 0.05

不動小学校

校舎北東側 0.03

園舎北西側 0.04 校舎北西側 0.05

園舎南東側 0.04 校舎南西側 0.02

園舎南西側 0.04 体育館出入口 0.04

園庭（高さ 50 ㌢） 0.04 グラウンド（高さ50㌢） 0.03

ふどうこども園

園舎北東側 0.03

矢巾東小学校

校舎北東側 0.03

園舎北西側 0.03 校舎北西側 0.04

園舎南東側 0.02 校舎南西側 0.03

園舎南西側 0.03 トイレ棟 0.03

園庭（高さ 50 ㌢） 0.05 グラウンド（高さ50㌢） 0.02

徳田保育園

園舎北東側 0.04

矢巾中学校

校舎北西側 0.03

園舎北西側 0.02 校舎南東側 0.03

園舎南東側 0.02 校舎南西 0.03

園舎南西側 0.03 駐輪場 0.03

園庭（高さ 50 ㌢） 0.02 グラウンド（高さ 1 ㍍） 0.02

矢巾中央幼稚園・保育園

園舎北東側 0.04

矢巾北中学校

校舎南西側 0.05

園舎北西側 0.03 体育館北西 0.03

園舎南東側 0.03 プール棟北西 0.03

園舎南西側 0.03 プール棟南西 0.03

園庭（高さ 50 ㌢） 0.04 グラウンド（高さ 1 ㍍） 0.03

▼問い合わせ　役場住民課環境係（☎ 611-2506、2507）
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町内の求人情報

（ 6 ／30 までの登録分）

声優にチャレンジ！声優にチャレンジ！

有線放送劇体験教室有線放送劇体験教室

女性の資格取得を支援女性の資格取得を支援

ＯＡ経理科技術講習ＯＡ経理科技術講習お

■企業名（就業場所）①職種②年齢③求人

数④賃金⑤求人番号⑥必要資格など

■㈲フォレスト百万石（煙山）
①障がい者の支援業務（正社員）②不問
③ 1 人④ 150,000 円⑤ 03010-15054271　
⑥普免（ＡＴ限定不可）、大型免許・ヘルパー
資格などあればなお可

■㈱マルイチ（西徳田）
①惣菜部門担当（正社員、盛岡・矢巾にあ
るいずれかの店舗に配属）② 59 歳以下③
2 人④ 201,000 円～ 245,000 円⑤ 03010-
14956071

■㈱三晶（南矢幅）
①事務員（正社員）② 64 歳以下③ 1 人
④ 150,750 円 ～ 170,750 円 ⑤ 04030-
3170371

■東北住建（株）（流通センター南）
① ル ート営 業（ 正 社 員、一 関・仙 台に
転勤の可能性あり）② 59 歳以下③ 1 人
④ 168,000 円 ～ 250,000 円 ⑤ 03010-
14752271 ⑥普免（ＡＴ限定不可）

■社会福祉法人いちご会（又兵エ新田）
①生活支援員（正社員）② 64 歳以下③ 1
人 ④ 148,000 円 ～ 165,000 円 ⑤ 03010-
15381571 ⑥ヘルパー資格があればなお
可、普免（ＡＴ限定不可）

■㈱プレーゴ（南矢幅）

① 介 護 員（ 正 社 員 ） ② 不 問 ③ 2 人 ④
121,000 円 ～ 180,500 円 ⑤ 03010-
15346071 ⑥介護初任者研修

■㈱米澤商事（広宮沢）

① 2 ㌧・3 ㌧トラック運転手（正社員）②
64 歳以下③ 2 人④ 150,000 円～ 180,000
円⑤ 03010-15266071 ⑥普通・中型免許

（ＡＴ限定不可）

■南貨物自動車㈱盛岡営業所（流通セン
ター南）
①仕分け作業員（パートタイム）②不問③
1 人④時給 720 円⑤ 03010-14846571

■久栄堂（又兵エ新田）
①製造補助・販売（パートタイム）②不問
③ 1 人④時給 720 円⑤ 03010-14700871
⑥普免

　ＪＡいわて中央有線放送セン

ターでは、夏休み特別企画「有

線放送劇体験教室」を開催しま

す。※参加無料

▲

日時・場所　8 月 9 日㈬午前

10 時～午後 4 時、ＪＡいわて

中央矢巾地域営農センター

▲

対象・定員　ＪＡいわて中央

管内（盛岡市・矢巾町・紫波町）

の中学生 20 人

▲

申し込み　所定の申込用紙に

氏 名、 住 所、 電 話 番 号、 学 校

名、学年を記入し、電話、ＦＡ

Ｘ、電子メールで同センター（☎

697-2160（ Ｆ Ａ Ｘ 兼 用 ）、ja-

yahabayusen@ja-iwatechuoh.

jp）へ。

　県立産業技術短期大学校で

は、女性の就労支援のために資

格取得を目指す受講者の募集を

します。

▼対象　就業を目指す女性

▼申込期限　8 月 22 日㈫

▼受講料　無料（別途、教材費

3,600 円程度かかります）

▼内容　日商簿記検定試験 3 級

受験対策・パソコンの基本操作

▼講習期間　8 月 28 日㈪～ 10

月 3 日㈫（全 21 回）

▼場所　総合教育センター学院

（矢幅駅前教室）

▼申し込み・問い合わせ　総

合教育センター学院（☎ 638-

6309、ＦＡＸ 656-6055）

小児救急入院の i

受入病院（８月） 

シルバー人材センターシルバー人材センター

会員を募集しています会員を募集しています

◆受付時間 : 午後５時～翌日午前９時

病　院　名 担当日

岩手県立中央病院
（上田）☎ 653-1151

 3,　5,　9,　10,　13

 16, 18, 19, 21

　22, 25,　27, 29

岩手医科大学附属病院
（内丸）☎ 651-5111

 2, 4, 7, 11, 12

 14, 17, 20, 23

　26, 28　30, 31

盛岡赤十字病院
（三本柳）☎ 637-3111

 6, 24

川久保病院
（津志田）☎ 635-1305

 1,　8,　15

もりおかこども病院
（上田字松屋敷）☎ 662-5656

※土曜日（土曜祝日を

含む）の午後１時～午

後５時の受け付け

 5, 12, 19, 26

※夜間（午後７時～午後 11 時）

で入院不要と思われる場合は、

盛岡市夜間急患診療所（盛岡市

神明町3-29、☎654-1080）まで。

　（公社）矢巾町シルバー人材セ

ンターでは、会員を募集してい

ます。シルバー人材センターは

高齢者の生きがいづくりと社会

参加を目的に、会員の技能や体

力に見合った仕事を提供する団

体で、町内にお住まいの方の 60

歳以上の健康な方であれば、ど

なたでも会員になることができ

ます。現在、清掃業務、草取り・

草刈り、せん定ができる方を特

に募集しています。

▲

問い合わせ　詳しくは、同セ

ンター（☎ 698-1236）へ。

※毎月 15 日（土日・祝日の場

合は翌日）の午前 10 時から、

入会説明会を開催しています。

　　就業希望者は 「盛岡公共職業安定所 （就業希望者は 「盛岡公共職業安定所 （☎

624-8902）」に求人番号を告げてお問い624-8902）」に求人番号を告げてお問い

合わせください（事業所へは盛岡公共職合わせください（事業所へは盛岡公共職

業安定所の紹介状が必要です）。業安定所の紹介状が必要です）。

　すでに募集が終了している場合もあり　すでに募集が終了している場合もあり

ますので、あらかじめご了承ください。ますので、あらかじめご了承ください。

サマージャンボ宝くじ
8 月 10 日㈭ まで

お求めは最寄りの販売所へ

※この宝くじの収益金は、私た

ちの明るく住みよいまちづくり

に活用されています。


