
４
●おれんじデー

時10：00～ 15：00
会えんじょいセンター

５
●えんじょいサロン

時10：00～15：00
会えんじょいセンター

６６
●町音楽祭・芸術祭

時13：30（開場 13：00）
会田園ホール

・各課リレートーク
（子ども課）

・JA 便り

・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。

11 12
●えんじょいサロン

時10：00～15：00
会えんじょいセンター

1313
●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

（総務課）

・JA 便り

・応援します、矢巾町！

・ウィークリー情報

18
●おれんじデー

時10：00～ 15：00
会えんじょいセンター

19
●えんじょいサロン時10：00
～15：00.会えんじょいセンター

●コグニサイズ教室時13：00
～14：00.会えんじょいセンター

2020

・各課リレートーク
（健康長寿課）

・JA 便り

・村井沙織の
「ごはんが“う米 !”」

・ウィークリー情報

25 26
●えんじょいサロン時10：00
～15：00.会えんじょいセンター

●コグニサイズ教室時13：00
～14：00.会えんじょいセンター

2727
●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
（町議会事務局）

・JA 便り

・応援します、矢巾町！

・ウィークリー情報

木 金 土

暮

暮

暮

　（一社）岩手県母子寡婦福祉

連合会は、ひとり親家庭の親な

どを対象とした無料法律相談を

実施します。

　離婚や親権、養育費などにつ

いて、弁護士が相談に応じます

ので、お気軽にご利用ください。

※参加無料・要予約

▼日時　11月17日㈬午前10時

～午後3時

▼場所　役場2階町社会福祉協

議会相談室

▼対象　ひとり親家庭の母子、

父子の方など

▼申し込み・問い合わせ　岩

手県母子寡婦福祉連合会（☎

623-8539）

ひとり親家庭向け
無料法律相談を実施します

やはラヂ !
今月のお便りテーマ

「紅葉」

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　各地で鮮やかな紅

葉がみられました。印象に残った景

色、おすすめの紅葉スポットなどを

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。

●期限　11 月 19 日㈮必着

●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。

●番組への意見や問い合わせ　役場

企画財政課情報係（☎ 611-2724）

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。

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

 12 日㈮ 弁護士時10：00 ～ 15：00.会役場 2階 2-4 会議室
 16 日㈫ DV・消費生活時9：00 ～ 12：00.会役場 2階町社会福祉協議会
 19 日㈮ 行政時9：00 ～ 12：00.会役場 2階町社会福祉協議会
 26 日㈮ 心配ごと時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

暮
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日 月 火 水

行事等

１
●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

２
●健康教室

時10：00～ 11：00

会えんじょいセンター

３３

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）

・町長インタビュー
「昌造さんの部屋」

・やは知り隊が行く！
「#12 農業もいいもんだ」

・つながるやはば
（ニチイキッズやはば駅前保育園）

・矢巾スポーツナビ

７７
●町音楽祭・芸術祭

時13：30（開場 13：00）

会田園ホール

８ ９
●健康教室

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）

10
●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！
（町国民保養センター）
・岩手ビッグブルズアンテナ

・つながるやはば
（煙山小学校）

・田園ホールインフォメーション

1414 15
●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

16
●健康教室

時10：00～ 11：00

会えんじょいセンター

17
●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！
「#13みんなで仲良く大宴会!?
–徳丹城造営秘話–」

・つながるやはば（南矢幅第
二行政区自治会、和味自治会）

・音楽のまち

2121 22 2323 24
●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！
（スナックやすらぎ）
・お便りコーナー「紅葉」

・つながるやはば
（楽々クラブ矢巾）

・やはば音の景色

2828 29 30
●健康教室

時10：00～ 11：00

会えんじょいセンター

・昔々の話っこ
・やは知り隊が行く！
「#14 南昌山のひみつ」

11

月
の
カ
レ
ン
ダ
ー
町
内
の
各
種
行
事
日
程
、
や
は
ラ
ヂ
！
放
送
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※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。

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！

　11月 9日㈫～ 15日㈪は、秋季全国火災予防運動期間です。今年

度の全国統一防火標語は「おうち時間..家族で点検..火の始末」。家

庭内での火の元の用心や火災の早期発見のために火災警報器の設

置、更新するなど、改めて火の元点検をお願いします。

▼火災予防のポイント　①ストーブやコンロの取り扱い.②コンセン

ト周り清掃する.③寝たばこをしない..など

▼問い合わせ　盛岡南消防署矢巾分署（☎ 697-0119）

秋季

全国火災予防運動

（11/9 ～ 15）

おうち時間

家族で点検

火の始末

暮
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