
 火災・救急の件数 

5 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■火災発生 0 件（ 2 件）
■救急出動 79 件（413 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

　国民年金保険料の納付が経済的
に困難な場合は、保険料の納付猶
予または全額、または一部（4分
の1、半額、4分の3）が免除にな
る制度があります。免除の割合に
応じて、一定の年金額が保証され
る他、万が一の際の障害年金や遺
族年金の保障を確保することがで
きます。
　納付猶予や免除には、
申請が必要です。役場町
民環境課戸籍窓口係または盛岡年
金事務所へご相談ください。
▼問い合わせ　盛岡年金事務所
（☎623-6211）、役場町民環境課
戸籍窓口係（☎611-2502）

　町は、遠くの友人や家族と気軽
に連絡を取れるSNS「LINE（ラ
イン）」の使い方講座を開催しま
す。通話方法など、基本から学べ
ますので、ぜひご来場ください。
　なお、スマートフォンがLINE
に対応していない場合があります
ので、事前に機種を確認し、お申
し込みください。※参加無料
▼日時　8月17日、24日、31日の
各水曜日　午前9時30分～午前
11時30分　※1日のみの参加可
▼場所　町公民館第3・4研修室
▼持ち物　スマートフォン
▼申し込み・問い合わせ　役場文
化スポーツ課（☎697-2161）

　町は、「ワイルド料理教室..キャ
ンプ飯!!」を開催します。「マン
ガ肉」作りが体験できますので、
ぜひご参加ください。詳
細は、町ホームページ
（QR)をご覧ください。
▼日時　7月23日㈯午前10時か
ら　※雨天時は24日㈰に実施
▼場所　町営キャンプ場
▼講師　中田将太氏（㈱TONAN
代表取締役）
▼対象・定員　おおむね20代～
40代の町民　先着20人
▼申し込み・問い合わせ　7月15
日㈮までに、役場文化スポーツ課
生涯学習係（☎697-2161..メー
ルyahaba2850@town.yahaba.
iwate.jp）　※メールの場合は参
加者の氏名、住所、連絡先をご記
入ください。

ワイルド料理教室
マンガ肉作りを体験できます

【国民年金保険料】
納付猶予、免除は申請が必要

LINE の使い方を学べる
講座を開催します

 町内の交通事故件数 

● 5 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 51 件（ 334 件）
■人身事故 2 件（ 11 件）
■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）
■交通事故負傷者 2 人（ 14 人）
■飲酒運転検挙者数 1 人（ 1 人）

※紫波警察署提供

 

　就業希望の方は「盛岡公共職業安定所
紹介第一部門（☎ 624-8902）」へ求人
番号を告げてお問い合わせください（事業
所へは同安定所の紹介状が必要です）。
　また、スマートフォンでQRを
読み取ると「ハローワークイン
ターネットサービス」にアクセス
できますので、求人情報の検索
などにご利用ください。
 6 月 16 日現在 
■企業名（就業場所）
①職種.②求人番号
■協和運輸倉庫㈱（広宮沢）
①作業員（正社員）② 04010-26684321
■㈱ AKC（高田）
①運転手（正社員）② 03010-10660021
■トヨタカローラ岩手㈱（以下の盛岡近郊
店舗いずれかに勤務：矢巾、上堂、前潟、
本宮、北飯岡、東仙北、紫波、八幡平）
①自動車検査員（正社員）② 03010-
11436721
■テクノクラフト・シー・アンド・ヴィ㈱岩
手工場（藤沢）
①鈑金塗装（正社員）②03010-11447221
■医療法人社団帰厚堂南昌病院（広宮沢）
①看護師（正社員）② 03010-11557121
■医療法人泰三会徳永整形外科（南矢幅）
①看護師・准看護師（正社員）② 03010-
11598121
■㈱テクノサービス（流通センター南）
①営業（正社員）② 03010-11962021
■㈱ウェルテック（南矢幅）
①整備、溶接工（正社員）② 03010-
12022521
■㈱もりでん（流通センター南）
①電工（正社員）② 03010-12032321　
■ SMILEHOUSE にこ nico（レスポンス
アビリティー合同会社）（東徳田）
①児童指導員（正社員）② 03010-
12076121
■㈱マルイチ（県内 27 店舗のいずれか）
①鮮魚部門担当（正社員）② 03010-
12357121
■㈱サンシーアイ（南矢幅）
①配達員（正社員）② 05010-09837521
■㈱セイフティ輸送（流通センター南）
①運転手（正社員）② 11030-14342321
■ニッポンレンタカー東北㈱（矢幅駅東）
①営業所スタッフ（正社員）② 04010-
33956421
■くみあい鉄建工業㈱（下矢次）
①現場施工管理者・現場作業員（正社員）
② 03010-13330721
■㈱アサヒセキュリティ盛岡オフィス

（広宮沢）
①現金輸送ドライバー（正社員）②
03010-13374821

報人求 情 町
　内

広告募集中
　町は広報誌面の有効活用と地域経済の活性化のため、広報誌の
スポンサーを募集します。必要書類など詳細は町ホームページ
（QR）をご覧になるか、お問い合わせください。
▼広告枠　縦40㍉、横90㍉でお知らせ（本号は20～ 21㌻に掲載）
▼問い合わせ　役場企画財政課情報係（☎611-2724）
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お知らせ

募集やイベント、お知らせなど皆
さんの暮らしに役立つ情報をお届
けします。

※広告は広告主の責任で掲載し、町が内容などについて推奨するものではありません。

　町は、地域の防災力向上に資す
る防災リーダーを養成するため、
「防災士養成講座」を開催します。
防災士の資格取得に係る費用を
町・県が負担し、試験対策講座の
開催など、資格取得までサポート
します。
　皆さんの参加をお待ちしていま
す。※受講無料
▼日時　11月中旬
▼対象　町民(年齢、性別などは問
いません)
▼問い合わせ　役場総務課防災安
全室（☎611-2708）へ。

▼募集住宅　三堤住宅2号棟2戸
（家賃13,400円～ 20,000円）、森
が丘住宅3戸（家賃20,900円～
31,500円）
▼入居者資格　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こと。
③申請者または現在の同居親族に
持ち家などがなく、現在住宅に困っ
ている..など　※詳しい資格や連
帯保証人の要件などは、お問い合
わせください。
▼募集期間　7月6日㈬～19日㈫
▼抽選日・会場　7月27日㈬午後
６時から　役場2階2-2会議室
▼申し込み・問い合わせ　役場
道路住宅課住宅政策係（☎611-
2635）

　自衛隊岩手地方協力本部は、自
衛官採用試験を行います。試験内
容などの詳細は、お問い合わせく
ださい。
▼募集種目　自衛官候補生
▼受付期間　 第 5 回  第 5 回 6 月 21 日
㈫～ 7月 11日㈪
▼試験日・試験会場　..第 5 回第 5 回..7
月 30日㈯
※試験会場は試験日により異な
りますので、問い合わせくださ
い。
▼応募資格　採用予定月の1日現
在、18歳以上33歳未満の男女
▼問い合わせ　自衛隊岩手地方
協力本部盛岡募集案内所（☎
641-5191）、役場総務課防災安
全室（☎ 611-2708）

　町は、町民や関係機関が災害に
認識を深め、心構えや準備を促進
する日「矢巾町安全・安心の日」
に合わせ、防災イベントを行いま
す。講話、陸上自衛隊第 9 音楽
隊の演奏、紫波警察署のドライ
バー講座などを行いますので、ぜ
ひ、ご参加ください。※参加無料
▼日時　8 月 7 日㈰午後 1 時～
午後 5時（正午開場）
▼場所　田園ホール、町公民館
▼講話　越野修三氏（岩手大学客
員教授）
▼問い合わせ　役場総務課防災安
全室（☎ 611-2708）

　町は「地元学び塾」を開催しま
す。今回は、キュウリ栽培の学習
や収穫体験を実施。詳細
は町ホームページ（QR)
をご覧ください。
▼日時・場所　8月20日㈯午前
10時～正午　町公民館・町内の畑
▼持ち物　軍手、飲み物、タオル
▼参加費　大人500円、中学生以
下300円、未就学児無料
▼定員　先着25人
▼申し込み・問い合わせ　7月
22日㈮午後6時までに、（一社）カ
ダ ル（ ☎601-2871、FAX601-
2872）へ。※FAXの場合は参加
者名、年齢、住所、連絡先をご記入
ください。

【自衛官候補生】
採用試験を実施します

防災士養成講座
資格取得まで費用を負担します

【三堤・森が丘】
町営住宅の入居者募集矢巾を知る「地元学び塾」

キュウリ栽培を学習できます

【8/9】矢巾町安全・安心の日
防災イベントを行います

※感染症対策のため、各種行事が延期・中
止となる場合があります。また、行事に参
加する場合はマスク着用や消毒などを行
い、発熱などで体調がすぐれない場合は、
参加をお控えください。

町社会福祉協議会へ寄付した方を紹介
▼久慈照男氏 10,000 円
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■マイナンバーカードを利用して、コンビニで各種証明書の取得が可能。詳しくは町民環境課（☎ 611-2502）まで。
　利用できる時間　午前 6 時 30 分～午後 11 時（12/29 ～ 1/3 およびシステムメンテナンス時を除く）

お知らせ

コロナの影響を受けた子育て世帯へ
生活支援特別給付金を支給します

　保険証・医療費受給者証は7月
31日が有効期限です。対象者に
は新しい保険者証を送付しますの
で、ご確認ください。詳細はお問
い合わせください。
▼送付時期　
 国民健康保険被保険者証  国民健康保険被保険者証 7月下
旬　※加入世帯員分をまとめて
 後期高齢者医療被保険者証  後期高齢者医療被保険者証 7月
下旬（有効期限9月30日）と9月
下旬（有効期限令和5年7月31日）..
の2回
 医療費助成受給者証  医療費助成受給者証 ７月下旬
※前年の所得により受給者証の更
新審査を行い、継続して認定とな
る方へ送付
▼問い合わせ　役場健康長寿課医
療給付係（☎611-2823）

　町は、誰でも参加できる居場
所づくり事業としてカフェサロ
ン「フリースペース」を開催して
います。決まった活動はなく自由
に過ごすことができる他、専門ス
タッフが対応する就職相談や、内
職の体験もあります。
　詳細は町ホームページ
（QR)をご覧の上、ぜひ
お越しください。※参加無料・予
約不要
▼日 時　7月11日㈪、26日㈫午
後1時30分～午後3時30分
▼会場　えんじょいセンター（役
場北側）
▼対象　町内在住の方
▼問い合わせ　役場福祉課生活相
談係（☎611-2577）

　町は、精神症
状やさまざまな
心の悩みに精神
科医が相談に乗
り、対応方法を一緒に考える「こ
ころの健康相談」を実施します。
　ご家族からの相談もできますの
で、お気軽にご相談ください。
※相談無料・要予約
▼日時　７月11日㈪午後1時～午
後3時
▼場所　役場庁舎内
▼対象　町内在住の方
▼申し込み・問い合わせ　7月6
日㈬までに、役場福祉課生活相談
係（☎611-2574）へ。

　岩手県保育士・保育所支援セン
ターは、潜在保育士の再就職支援
の一環で「第1回ほいくしカフェ」
を開催します。
▼日時　7月26日㈫午前10時～
正午ごろ
▼会場　ふれあいランド岩手第1
教養室（盛岡市三本柳8-1-3）
▼内容　再就職経験者の体験談、
意見・情報交換、情報提供など
▼対象　現在、保育園で働いてい
ない方で、保育士としての再就職
を迷っている有資格者
▼申し込み・問い合わせ　7月
25日㈪正午までに岩手県保育
士・保育所支援センター (☎637-
4544.メール.y-uchibori-
shakyo@mopera.net)
またはGoogleフォーム
（QR)へ。

【7月が有効期限】
保険証・医療費受給者証

カフェサロン「フリースペース」
ぜひお越しください

精神科医が対応します
こころの健康相談

保育士の再就職支援
ほいくしカフェを開催します

　新型コロナウイルス感染症の影響で、収入の減少などがあった子育て
世帯に対し、生活支援特別給付金を給付しています。申請方法など、詳
細は町ホームページ（QR)をご覧ください。
▼申請が必要な方　次のいずれかに該当する方
 ひとり親世帯  ひとり親世帯 
①公的年金などの受給のため、令和４年４月分の児童扶養手当
の支給を受けていない方
②新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入
が児童扶養手当の受給者と同水準の方
 ひとり親世帯以外 ひとり親世帯以外..
①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受
けていない、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方（高
校生のみを養育する方）
②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度
分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
※申請が不要な方のうち、ひとり親世帯には6月下旬に給付済み、ひと
り親世帯以外には6月下旬に案内を送付しています。
▼給付額　児童1人あたり5万円
▼提出・問い合わせ　令和5年2月28日㈫までに、町教育委員会子ども
課子育て家庭支援係（さわやかハウス内☎611-2772）へ。
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■毎週水曜日は町民環境課、税務課、福祉課、子ども課、健康長寿課の窓口を午後 7 時まで延長します。
≪取り扱い業務…各種証明書の交付、戸籍の届け出、転入転出、国民健康保険、国民年金、児童手当、納税相談 など≫

　町の健康教室を毎週火曜日に実施中。町内の
メディカルフィットネスジム「ウェルベース矢
巾」が講師を務めます。ぜひ、お越しください。
※参加無料、予約は月ごと・月単位となります。
▼日時　2日、9日、16日、23日、30日の各火曜日
全4回午前10時～午前11時（受け付けは午前9時30分～）
▼場所　えんじょいセンター
▼対象・定員　おおむね65歳以上で、原則全日程に参
加できる方..先着15人
▼テーマ　「暑さに負けない身体づくり！」
　厳しい暑さが続き、体も疲れ気味かと思います。下半
身や肩甲骨周辺のトレーニングやストレッチに取り組
み、暑さに負けない体を作りましょう！日本調剤や岩手
県歯科衛生士会による栄養・口腔セミナーも行います。
▼申し込み　7月26日㈫午後5時までに、ウェルベース
矢巾（岩手医科大学附属病院敷地内☎601-3733）へ。
※営業時間は平日午前9時30分～午後10時30分、土日
祝日午前9時30分～午後8時（月曜定休）

　町が実施中の移住、結婚新生活などに対する支援事業
を紹介します。詳細は町ホームページ（QR)をご覧にな
るか、お問い合わせください。
 移住支援補助金に子育て加算金が追加.
　東京圏から町内へ移住した方へ支給している
補助金に、今年度から「子育て加算金」を追加
しました。
▼補助金額　世帯向け100万円...単身60万円
▼子育て加算金　18歳未満の世帯員を帯同して移住し
た場合、18歳未満の者一人につき30万円を加算
 結婚新生活支援補助金の要件が変わりました.
　結婚を機に町内で新生活を始めた新婚世帯を
対象に、住居費・引越費に対する補助金を支給
します。令和４年度から変更となり、一部の方
を対象に補助金の上限額が増額となりました。
▼補助金額上限　 夫婦とも29歳以下  夫婦とも29歳以下 最大60万円
..夫婦の両方または片方が30歳～ 39歳 夫婦の両方または片方が30歳～ 39歳 最大30万円
▼問い合わせ　役場企画財政課企画コミュニティ係（☎
611-2721）

ウェルベース矢巾が講師の健康教室
8月開催分の参加者を募集しています

移住や結婚新生活の方を支援
各種補助金をご活用ください　7月に国民健康保険税、介護保険料、後期高齢

者医療保険料の納税・納入通知書を発送します。
そこで、例年問い合わせが多い内容を紹介します。
 Q1 　国民健康保険に未加入なのに通知が届い
た。なぜ？
 A 世帯内に加入者がいる場合は、世帯主が納税
義務者となるため通知が届きます。
 Q2 　介護保険料が上がった理由は？
 A 令和3年中の所得に応じて算定しています。ま
た、令和4年度から普通徴収（納付書・口座振替）
の納期を8期（昨年度までは12期）に変更したた
め、1期あたりの納付金額が増えている場合があ
ります。
 Q3 　後期高齢者医療保険料も上がった。どう
して？
 A 後期高齢者医療保険料は、介護保険料と同じ
く令和3年中の所得に応じた算定・納期の変更に
加え、被保険者全員が負担する「均等割額」が令
和4・5年度において増額となっています。
▼問い合わせ　役場税務課賦課係（☎611-2522）

※
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
）

を
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

福祉ひとくちメモ  ⑲福祉ひとくちメモ  ⑲

～精神保健ボランティアやまゆり～

　精神障がいを正し
く理解し、家族会・
当事者会の活動や心
の健康が保てるよう
支援していくことを目的としていま
す。平成 15 年 5 月に発足した会で、
精神保健ボランティア養成講座の受講
者が会員になれます。現在は 17人で
活動しており、毎月 15日に誰でも自
由に過ごせる居場所「のんびりくらぶ」
を開催していますので、ぜひお気軽に
ご参加ください。
▼問い合わせ　役場福祉課生活相談係
（☎ 611-2574）

税 ネタ小
の
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　町は、各種証明などに便利なマ
イナンバーカードや、買い物に使
えるマイナポイントの申請を支援
する窓口を設置しています。平日の午後8時まで実施
する会場や、日曜日に窓口を設置する場所もあります
ので、ご都合に合わせてご利用ください。
▼持ち物　 マイナンバーカードの申請  マイナンバーカードの申請 マイナンバー
カードの申請　お手元に届いているQRコード付き申
請書、スマートフォン..  マイナポイントの申請  マイナポイントの申請 本人
のマイナンバーカード、お持ちのクレジットカードや
デビットカード、スマートフォン.※マイナンバーカー
ドの申請時に設定した暗証番号（数字4桁）も必要です。
 平日、日曜日にも会場を設置（右図もご覧ください ）
▼実施日　9月までの平日午前9時30分～午後3時30分
▼設置場所　役場1階ホール
▼問い合わせ　役場町民環境課戸籍窓口係（☎611-
2502）

　町教育委員会は、小学校入学前に就学の不安や心
配・悩みを少しでも解消するため、相談窓口を設置
しています。この窓口では、町内の小学校や特別支
援学校で安心して就学を迎えるため支援します。
　一人一人の力や可能性を十分に伸ばすため、適切
な就学先、教育の環境や内容、方法について保護者
と一緒に考えますので、ぜひご利用ください。
▼申込方法　相談窓口に連絡するか、現在通ってい
る保育園や幼稚園などへお伝えください。
▼受付・相談日時　毎週平日..午前9時～午後5時
▼相談窓口・問い合わせ　町教育委員会学校教育課・
教育研究所（町公民館内☎611-2643・2644）

ＱＱ小学校や特別支援学校の見学はできますか？小学校や特別支援学校の見学はできますか？
Ａできます。教育相談をするときに、見学したいできます。教育相談をするときに、見学したい
学校をお伝えください。学校をお伝えください。

Ｑ特別支援学校の見学や体験入学をすると必ず入特別支援学校の見学や体験入学をすると必ず入
学しなければなりませんか？学しなければなりませんか？
Ａ入学を強要するものではありません。実際に見入学を強要するものではありません。実際に見
学して、子どもに合った学びの場であるか確認し学して、子どもに合った学びの場であるか確認し
ましょう。ましょう。

小学校入学前の不安解消に
教育相談をご利用ください

マイナンバーカードとマイナポイントの申請
役場や町内施設でお手伝いします

4月～10月 11月～12月 1月 2月 3月 4月

保育園・幼稚園などでの様子を観察 就学先
決定 入学

説明会
入学式小学校・特別支援学校の見学

教育相談会教育相談会

開催日時（すべて7月） 会場
役場庁舎内

3日㈰ 午前9時～午後4時

町民環境課（1階）4日㈪

8日㈮
午後5時15分～午後8時

町内の施設・店舗
1日㈮
3日㈰ 午前9時～午後4時 やはぱーく

8日㈮ 午前10時～午後5時 ユニバース矢巾店

11日㈪
15日㈮ 午前9時～午後4時 やはぱーく

19日㈫
22日㈮ 午前10時～午後5時 マックスバリュ矢巾店

24日㈰
25日㈪ 午前10時～午後5時 ユニバース矢巾店

31日㈰ 午前10時～午後5時 マックスバリュ矢巾店

～
就学先決定・就学先決定・
入学までの流れ入学までの流れ

詳細は町ホームページ
（QR）をご覧ください

詳細は町ホームページ
（QR）をご覧ください
※７月上旬公開予定

教育相談Q&A
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　2022年度夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会を開催します。ぜ
ひ、お申し込みください。
▼申し込み　WEBと郵送で応募
できます。WEBはメールで、郵
送ははがきで当落を通知します。
 WEB  WEB 7月27日 ㈬ ま で
に、ラジオ体操ポータル
サイト（QR)で、案内に
沿ってご入力ください。
 郵送  郵送 ①開催会場名・開催日②郵
便番号③住所④氏名⑤連絡先⑥申
込人数（最大6人）を記入の上、
7月27日㈬必着で「ラジオ体操イ
ベント運営事務局巡回ラジオ体操
参加申込係」（〒150-8681..渋谷
郵便局留め）へ。
▼問い合わせ　申し込み・抽選に
ついてラジオ体操イベント運営事
務局（☎03-6427-1610）開催に
ついて役場文化スポーツ課（☎
611-2862）

事前申込みが必要です。申込み多数の場合は抽選となります。感染状況により、参加いただける方の地域を一部制限する場合がございます。あらかじめご了承ください。事前参加申込み方法

お申込み・抽選についての連絡先 : 
 

※土・日・祝日を除く  詳しくはラジオ体操ポータルサイトをご覧ください。
 

ラジオ体操イベント運営事務局 TEL:03-6427-1610  午前10：00～午後5：00 

●主催：株式会社かんぽ生命保険、NHK、NPO法人全国ラジオ体操連盟　●共催：矢巾町・矢巾町教育委員会
●後援：特定非営利活動法人矢巾町体育協会　●協力：日本郵便株式会社　
●主管：株式会社かんぽ生命保険盛岡支店、NHK盛岡放送局、岩手県ラジオ体操連盟

矢巾町文化スポーツ課　TEL:019-611-2862 （平日8:30~17:15）

※巡回ラジオ体操・みんなの体操会は感染症対策を徹底した上で実施します。※今後、感染症の拡大などによりやむを得ず中止とさせていただく場合がございます。※未成年の場合は、保護者の方の同意
を得た上で、ご応募ください。※ご参加いただいたみなさまが記録映像撮影時・メディア取材時などに写り込む場合がございます。それらはかんぽ生命によるイベントの記録・レポート（ＳＮＳアカウント
での投稿を含む）や、取材メディアによるテレビ・新聞・Ｗebなど各メディアへの露出・掲載によって公開される場合がございますことを予めご了承ください。

開催に関する連絡先

矢巾町屋外運動場（かっこうグラウンド）岩手県紫波郡矢巾町
大字南矢幅第13地割16番地５
※熱中症対策のため飲料をお持ちください。

郵送先：ラジオ体操イベント運営事務局
〒150-8681  渋谷郵便局留め
「ラジオ体操イベント運営事務局」巡回ラジオ体操参加申込係　

郵便もしくは私製はがきに「開催会場名（矢巾町屋外運動場（かっこうグラウンド））及び開催日」、申込み代表者
の「郵便番号」「住所」「氏名」「連絡先（携帯可）」「一緒に申込みされる人数（最大6名まで）」を記入のうえ、応募締
切日（必着）までに運営事務局へ郵送ください。応募の代表者宛に当選通知、または落選通知をいたします。
※記入に不備があった場合は無効となりますのでご注意ください。郵送にかかる費用は申込み者様のご負担となります。 

2022.8.27 6：00～（土）
午
前

応募
締切 7月27日（水）23：59 応募

締切 7月27日（水）必着
詳しくは 検索巡回ラジオ体操  ポータル

Web 郵送PC・スマホから簡単申込みできます。

荒天中止

2022年度夏期巡回

※当日の様子が新聞やテレビ、インターネット上などで公開される場合があります。

　県は、町内で実施中の大規模事
業について、事業継続が適切であ
るかを評価しましたので、その内
容について皆さんからのご意見を
募集します。
▼対象事業　岩崎川広域河川改修
事業
▼募集期間　6月15日㈬～ 7月20
日㈬
▼資料閲覧場所　県庁1階行政情
報センター・県民室、盛岡地区
合同庁舎1階行政情報サブセン
ター、県公式ホームページ　※サ
イト内検索で「パブリックコメン
ト」と入力）
▼提出・問い合わせ　県政策企画
課評価担当（☎629-5181）

　テーブルトークやカラーセミ
ナーを楽しみながら素敵なご縁
を見つけましょう。詳細
は町ホームページ（QR）
をご確認ください。
▼募集人数　男女各8人（申込多
数の場合は抽選）
▼参加資格　いずれも独身の方
 男性  男性 町内在住、在勤で満45歳以上
 女性  女性 満40歳以上（地域制限なし）
▼参加費　男女とも1,000円
▼開催日　8月28日㈰午後1時～
午後5時
▼会場　やはぱーく
▼申込締切　8月18日㈭午後3時
▼問い合わせ　役場企画財政課企
画コミュニティ係（☎611-2721）

　町は、高齢者用肺炎球菌ワクチ
ン予防接種を行います。
▼接種期間　7月1日～令和5年3
月31日
▼対象者　肺炎球菌ワクチン（23
価）を接種したことがない次の方.
①65～100歳のうち対象年齢の方
②60歳以上65歳未満で心臓、腎
臓または呼吸器の機能の障害を有
する方およびヒト免疫不全ウイル
スで、免疫の機能に日常生活がほ
とんど不可能な程度の障害がある
方（身体障害者手帳1級）※身体
障害者手帳を持参し、役場健康長
寿課で事前申請が必要です。
▼問い合わせ　役場健康長寿課健
康づくり係（☎611-2826）

岩崎川広域河川改修事業への
ご意見を募集します

町のマッチングイベント
「矢ぁコン」にご参加ください

【令和 5年 3月末まで】
高齢者用肺炎球菌ワクチン

※感染症対策のため、各種行事が延期・中止となる場合があります。また、行事に参加する場合は
マスク着用や消毒などを行い、発熱などで体調がすぐれない場合は、参加をお控えください。
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