
行事等

１
●えんじょいサロン時10：00
～15：00.会えんじょいセンター

●【10 月31 日まで】田園ホー

ルピアノスペシャルキャンペー

ン開催中＝詳細は15㌻

２２

やはラヂ！放送内容

午後 6 時 30 分～
（翌日午前 6 時 30 分再放送）

・村井沙織の
「ごはんが“う米 !”」

・ウィークリー情報

※土日はお悔みの届けが
あった場合、放送します。

７
●おれんじデー

時10：00～ 15：00
会えんじょいセンター

８
●えんじょいサロン

時10：00～15：00
会えんじょいセンター

９９
●おれんじカフェ（認知症）

時10：00～12：00.
会えんじょいセンター

●小さなおはなし会

時11：00 ～.
会やはぱーく（図書センター）・各課リレートーク

（文化スポーツ課）

・JA 便り

・応援します、矢巾町！

・ウィークリー情報

14 15
●えんじょいサロン

時10：00～15：00
会えんじょいセンター

1616

・各課リレートーク
（産業観光課）

・JA 便り

・村井沙織の
「ごはんが“う米 !”」

・ウィークリー情報

21
●おれんじデー

時10：00～ 15：00 
会えんじょいセンター

22
●えんじょいサロン

時10：00～15：00
会えんじょいセンター

2323
●小さなおはなし会

時11：00 ～.
会やはぱーく（図書センター）

・各課リレートーク
（文化スポーツ課）

・JA 便り

・応援します、矢巾町！

・ウィークリー情報

28 29
●えんじょいサロン

時10：00～15：00
会えんじょいセンター

・各課リレートーク
（子ども課）

・JA 便り

・昔々の話っこ
・ウィークリー情報

木 金 土

暮

暮

暮

 里親、里親制度とは 

　さまざまな事情により家庭で

生活を送ることが困難な子ども

を家族として迎え、温かい雰囲

気の中で健全に育てられる方。

里親制度は児童福祉法により、

里親となった方に県が子どもの

養育を要請する仕組みです。

 里親を募集中 

　県は、里親として子どもを養

育できる方を募集しています。

詳細はお問い合わせください。

▼問い合わせ　岩手県福祉総合

相談センター児童女性部（☎

629-9608）、町教育委員会子

ども課子どもあんしん係（☎

611-2771）

10 月は里親月間
里親になってみませんか

やはラヂ !
今月のお便りテーマ

「読書の秋」

ラヂオ・もりおか（FM.76.9MHz）

※制作上、内容を変更する場合あり

●お便りテーマ　読書がしやすい涼

しい季節になりました。おすすめの

一冊、最近読んで面白かった本など、

感想とともにお寄せください。

　ご応募いただいた方の中から抽選

で、「やはラヂ！」オリジナルステッ

カーを差し上げます。

●応募方法　はがき、メール

※町ホームページからも応募できます。

投稿する方はテーマに沿った内容

（その理由）を書き、①氏名（ふり

がな）②年齢③住所④連絡先⑤ラ

ジオネームを明記し、矢巾町役場や

はラヂ！係（〒 028-3692..矢巾町

南矢幅 13-123、電子メール：yh@

town.yahaba.iwate.jp）へ。

※ 10月 18日㈪必着

●番組への意見や問い合わせ　役場

企画財政課情報係（☎ 611-2724）

 ◆ 10 月の開設日
 1 日㈮ 人権時13：00 ～ 16：00.会役場 2階 2-4 会議室

 8 日㈮ 弁護士時10：00 ～ 15：00.会役場 2階 2-4 会議室
 15 日㈮ 行政時9：00 ～ 12：00.会役場 2階町社会福祉協議会
 19 日㈫ 司法書士時13：00 ～ 16：00.会役場 2階町社会福祉協議会

なお、相談内容のうち「弁護士」は、事前に町社会福祉協議会（☎ 611-
2840）へ申し込みが必要です。

※新型コロナウイルス感染症などの影響で、開設状況が変更となる場合あり。

※受け付け時間は全て

　終了時刻の 30分前

～暮らしの専門相談所～暮

3030
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日 月 火 水

３３ ４
●さわやか体操クラブ（シル

バーリハビリ体操）

時14：00～15：00

会えんじょいセンター

５
●介護予防教室

時10：00～ 11：00
会えんじょいセンター

６
●男性シニアの健康サロン

時10：00～15：00

会えんじょいセンター

・町長インタビュー
「昌造さんの部屋」

・やは知り隊が行く！
「#10  音楽のまち  やはば」

・つながるやはば
（北川保育園）

・矢巾スポーツナビ

1010 11 12
●介護予防教室時10：00 ～
11：00.会えんじょいセンター

●妊婦相談時10：00 ～ 11：30

会やはぱーく（どんぐりっこ）

13
●おれんじデー時10：00 ～
15：00 会えんじょいセンター

●さわやか体操クラブ（シル

バーリハビリ体操）時14：00

～15：00.会えんじょいセンター

・かわらばん（紫波警察署）

・ミヒャエルとスエの
ぺっこイングリッシュ！

・ザ・仕事人！
（アウトレジャー BH レンタリース盛岡）

・岩手ビッグブルズアンテナ

・つながるやはば
（徳田小学校）

・田園ホールインフォメーション

1717
●町芸術祭（邦楽・ダンス部門）

時10：00 ～

会田園ホール

＝詳細は 16㌻

18
●さわやか体操クラブ（シル

バーリハビリ体操）

時14：00～15：00

会えんじょいセンター

19
●介護予防教室時10：00 ～
11：00.会えんじょいセンター

●妊婦相談時10：00 ～ 11：30

会やはぱーく（どんぐりっこ）

20
●男性シニアの健康サロン

時10：00～15：00

会えんじょいセンター

・かわらばん
（盛岡南消防署矢巾分署）

・京子と裕子のきょうこのごろ

・やは知り隊が行く！
「#11  困っていませんか、
空き家問題」

・つながるやはば（新田 2 区
自治会、間野々行政区自治会）

・音楽のまち

2424 25 26
●介護予防教室

時10：00～ 11：00
会えんじょいセンター

27
●おれんじデー時10：00 ～
15：00 会えんじょいセンター

●さわやか体操クラブ（シル

バーリハビリ体操）時14：00

～15：00.会えんじょいセンター

・地域おこし協力隊
「しゃべるでがんす」

・図書センター通信

・ザ・仕事人！
（あみちゃんライズ）

・お便りコーナー「読書の秋」

・つながるやはば
（山本押花教室）

・今日の料理レシピ

3131
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※新型コロナウイルス感染症対策のため、広報紙に掲載済みの行事が延期・中止となる場合があります。詳細は各問い合わせ先へ。
また、行事に参加する場合はマスク着用や消毒など、感染症対策へご協力ください。

各種行事の問い合わせ

◆えんじょいサロン　町社会福祉協議会（☎ 611-2840）

◆おれんじカフェ・男性シニアの健康サロン・おれんじデー
　えんじょいセンター（☎ 611-2880）

◆健康教室・さわやか体操クラブ
　役場健康長寿課長寿支援係（☎ 611-2828）

※行事の詳細は、

町ホームページ

（QRコード）をご

覧ください。

◆アイコンの説明
時…時間

会…会場・場所

暮…暮らしの専門相談所開設日

※…注意事項など

カレンダーの見方

▼期日　10月 18日㈪～ 20日㈬、25日㈪～ 27日㈬　全６回

▼時間　午前 9時 30分～午後 4時 30分

▼場所　ノーティ本宮校 (盛岡市本宮 7－12－37)

▼対象・定員　ひとり親家庭の親など10人

▼申し込み　10月 8日㈮までに、（岩手県母子寡婦福祉連合会（☎ 623-8539）へ。

岩手県母子寡婦福祉連合会　パソコン講座を開催
やはラヂ！やはラヂ！

番組などの詳細は番組などの詳細は

こちらから！こちらから！
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