
村民憲章 

◆ 心と体をきたえ、健康をほこれるまちにします。 

◆ 個性とうるおいにみちた、文化のまちにします。 

◆ 力をあわせいきいきと働き、活力にみちたまちにします。 

◆ 水とみどりを守り、くらしと自然の調和するまちにします。 

◆ ささえあう心を育て、あたたかくふれあうまちにします。 
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●注意事項
・注射の前に獣医師が問診を行います。犬の体調に
よっては注射ができない場合もあります。
・会場には、犬を押さえることのできる人がいらして
ください。
・注射会場は、その土地の所有者の善意で提供してい
ただいています。迷惑をかけないように、フンは飼
い主が責任を持って後始末してください。
・全ての犬が対象です。小型犬や室内犬だから注射し
なくてよいということはありません。
※今回都合がつかない場合は、動物病院や獣医師で
注射を受けてください。また犬の登録手続きは、村
内と盛岡市内の動物病院や獣医師でもできます。
●次の場合は役場に届け出が必要です
・犬が死亡したとき
・飼主が変わったとき
・飼主の住所が変わったとき
●問い合わせ　 環境課（内線 275）

犬の飼い方教室の参加者募集

犬の登録と狂犬病予防注射
秋期追加分を実施します　狂犬病予防法により、生後 91 日以上の犬の飼い主

は、飼い犬を生涯に１回登録し、狂犬病予防注射を
毎年１回受けさせなければなりません。
　本年度まだ注射を受けていない場合は、最寄りの
会場で予防注射を受けさせましょう。
　登録されていない場合は、会場でも登録を受け付
けますので、注射と併せて登録してください。
　すでに登録されている犬は、狂犬病予防注射済票
交付申請個票（はがき）を送付します。記載された
内容に誤りがある場合は、訂正して持参ください。

■会場に持参するもの
◎料　金 
　注射料金 2,550 円と注射済票交付手数料 550 円（合
計 3,100 円）
※未登録の場合は登録手数料 3,000 円も必要です。
◎狂犬病予防注射済票交付申請個票（はがき）

実施日 場　所 時　間
ホ－マック巣子店駐車場 9:00 ～　9:30
川前公民館前 9:50 ～ 10:20
村北部コミュニティセンタ－前 10:40～ 11:00
滝沢ふるさと交流館駐車場 11:30～ 12:00
小岩井地区コミュニティセンタ－前

（第９分団屯所）14:00～ 14:30

元ＪＡ新岩手大釜支所前 14:50～ 15:20
役場正面玄関前駐車場 15:40～ 16:20
花平酪農農業協同組合前 9:00 ～　9:15
滝沢勤労者体育センタ－前

（大釜字高森） 9:45 ～ 10:00

酒の竹澤湯舟沢店前 10:30～ 11:10
大川公民館前 13:10～ 13:40
第７分団２部屯所

（巣子旧エンド―ストアそば）14:10～ 14:40

ゆとりヶ丘２号公園前 15:10～ 15:40
役場正面玄関前駐車場 16:00～ 16:30

10
月
４
日
（
土
）

10
月
５
日
（
日
）

美しい郷土を守っていきましょう
　秋の清掃週間です。クリーンたきざわ環境美化週間を今年度も
展開します。村一丸となって、美しい郷土を守っていきましょう。
●期　間　９月 24 日（水）～ 10 月１日（水）
●内　容
　「各家庭や事業所内外で日ごろ清掃の行き届かない所の清掃」

「地域ぐるみによる地域内の公園や道路側溝、河川など公共施設
の清掃」「使用者によるごみ集積所内と周辺の清掃強化」「ごみの
６大分別徹底」
※地域の一斉清掃で発生したごみや側溝汚泥は臨時収集します。
実施日、参加人数、清掃内容や収集場所をあらかじめ環境課に連
絡ください。
●申し込み・問い合わせ　環境課（内線 275）

　村ではドックスクール校長による「犬の飼い
方教室」を開催します。また、獣医師による犬
の健康相談や犬の登録などの各種手続きも実施
します。料金は無料です。この機会に、ぜひ参
加ください。
●開催日　10 月 18 日（土）午前 10 時～正午
●場　所　役場正面玄関前
●定　員　20 人程度（犬同伴可）
●申し込み・問い合わせ　環境課（内線 275）
※「犬の飼い方教室」は、事前に申し込みくだ
さい。健康相談と登録などの手続きは申し込み
不要ですが、お待ちいただく場合もあります。
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▶日時・内容（２回で１コース）
※いずれも午後１時 40 分～午後１時 55 分
受け付け。母子健康手帳を持参ください。
① 10 月７日（火）、お産のリハーサル、
絵本の読み聞かせや簡単なおもちゃ作り
② 10 月 21 日（火）、妊娠中からのおっぱ
いケア、保育園のおやつを試食　
▶場　所　南巣子保育園子育て支援センター
▶対　象　妊婦
※お子さま連れの場合は、申し込みの際に
お話しください。
▶申し込み・問い合わせ
　10 月３日（金）までに、健康推進課（内
線 146）に申し込みください。

お産を迎える皆さんへ　 
　マタニティクラブ開催

登山の参加者を募集します
【主催】滝沢村山岳協会（村体育協会共催）
【日程】10 月 18 日（土）午前６時村役場
出発～十和田湖が眼下に広がる十和利山

（990 ㍍）～午後６時役場着予定　【定員】
40 人　【参加費】5,000 円（交通費、保険
料）　【参加資格】村内にお住まいで自力
歩行でき人　【申し込み】はがきに氏名・
年齢・住所・電話番号を記入し、10 月 2
日（木）までに滝沢村山岳協会・阿部定
志（〒 020 － 0173　滝沢村滝沢字湯舟沢
222 － 337）に申し込みください。

▶日時・場所
　10 月６日（月）午前 10 時半～正午
※午前 10 時～午前 10 時 20 分に村総合
公園体育館２階会議室で受け付け、初め
ての人は午前 10 時集合（講義あり）
▶内　容　総合公園内ウオーキング
※雨天時は屋内で軽スポーツ
▶対　象　村内にお住まいの人
※通院治療中の場合は主治医に相談後、
申し込みください。
▶持ち物・服装
　健康手帳、屋外・室内用運動靴、帽子、
飲料水、タオル、運動できる服装
▶申し込み・問い合わせ
　10 月３日（金）までに、健康推進課（内
線 144）に申し込みください。

運動習慣の定着目的に
　元気アップ教室を開催

健診結果説明会を開催
　時間予約制の個別相談

　「健診結果」や「食事や運動の量」など、
健診結果や健康についての相談に、保健師
や管理栄養士がお答えします。
▶日時・場所
①９月 26 日（金）午前９時半～午前 11
時半、滝沢勤労青少年ホーム
②９月 26 日（金）午後１時半～午後３
時半、滝沢ふるさと交流館
③ 10 月２日（木）午前９時半～午前 11
時半、村老人福祉センター
▶持ち物　健康診査の結果票
　　　　　健康手帳（持っている人）
▶内　容　個別相談
※時間予約制で１人 30 分程度
▶申し込み・問い合わせ
　説明会前日までに、健康推進課（内線
144）に申し込みください。

　村内にお住まいの人を対象に、村運動
普及推進員による柳沢周辺ウォーキング

（約４㌔と６㌔）を開催します。（雨天
時は屋内で身体を動かします）
▶日時・集合場所
　10 月９日（木）午前 10 時 20 分～午
後１時、村北部コミュニティセンター
※午前９時 40 分に村老人福祉センター
から送迎バスが出ます。
▶持ち物など
  昼食、屋外用運動靴、帽子、飲料水、
運動できる服装（雨天時は室内用運動靴）
▶申し込み・問い合わせ
　10 月６日（月）までに、健康推進課（内
線 144）に申し込みください。通院治療
中の人は主治医と相談し参加ください。

運動普及推進員による　
　ウオーキングの会開催

　村では、平成 21 年度に小学校に入学
されるお子さんを対象に、健康診断を行
います。この健康診断は、学校保健法に
基づくもので、入学されるまでに必ず受
診していただくものです。
　対象になるお子さんのご家庭には、10
月中旬までに日時や場所などをお手紙で
お知らせします。
　手紙が届かなかったり、指定された日
に受診できない場合は、必ず学校教育課
にお問い合わせください。
▶問い合わせ　学校教育課（内線 363）　

来年小学校に入学する
　お子さんの健診を実施

訪問基本健康診査実施
　医師が自宅で健康診査

　寝たきりなどの人や介護のために健診
を受けられない人を対象に、医師が各家
庭を訪問し健康診査（診察、血圧測定、尿・
血液検査など）を実施します。
▶日　時　10 月９日（木）
▶対象者　
　平成 21 年３月 31 日時点で 40 歳以上
の人で、①か②に該当する人
①寝たきりなどの理由で健康診査を受診
できない人や、医療機関にかかる機会の
ない在宅の人
②寝たきりの人などを介護しているため
健康診査を受診できない人
▶申し込み・問い合わせ
　検査料は無料です。10 月３日（金）
までに、健康推進課成人保健担当（内線
144）に申し込みください。

飲まないで生きるための集い開催
　飲まないで生きるための、'08AA 北東
北の集いを開催します。お酒に問題のあ
る人、家族、関係者、関心のある人、ど
なたでも参加できます。開催日の一週間
前までに問い合わせください。

【日程】10 月 25 日（土）～ 10 月 26 日（日）
【場所】岩手山青少年交流の家　【参加費】
一泊二食 3,000 円、当日のみ参加無料　
　【問い合わせ】AA 北東北の集い実行委
員会・高杉（☎ 688 － 1436））

田沢湖線走行試験にご協力を
　JR 東日本では、新幹線のシステムなど
の確認のために、走行試験を実施します。
ご理解とご協力をお願いします。

【試験区間】仙台～秋田間（１往復程度）
【試験日時】９月 25 日（木）と 28 日（日）、
10 月１日（水）の早朝、走行試験時間帯は、
午前零時～午前５時ころの予定。※都合
により日程を変更することがあります。

【問い合わせ】東日本旅客鉄道株式会社
盛岡支社設備部（☎ 652 － 6901）

福祉の就職総合フェアを開催
　社会福祉施設や事業所などへ就職を希
望する人に、必要な資格や適性などの情
報提供、面談、採用案内などを行います。

【日時】10 月 12 日（日）午後１時～午後
４時（正午～午後３時受け付け）　【会場】
ホテルニューカリーナ（盛岡市菜園）　

【問い合わせ】参加対象者や方法など詳
しくは、岩手県社会福祉協議会・福祉人
材研修課・福祉人材センター（☎ 637 －
4522）に問い合わせください。

秋季公式テニス教室を開催
【主催】滝沢村テニス協会　【日程】９月
21 日（日）、27 日（土）、28 日（日）　【時間】
午後２時～午後４時　【場所】村東部体
育館テニスコート　【講師】滝沢村テニ
ス協会指導員　【対象】一般 20 人（先着順）

【受講料】3,000 円（傷害保険料含む）　【申
し込み・問い合わせ】滝沢村テニス協会
事務局・菊池（☎ 684 － 1256）に電話で
申し込みください。

カレンダーに湖山図書館と商工観光課からのお知らせを掲載していますので、ご覧ください。
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精神障がい者「家族教室」開催
　生活の中での不安や悩み、家族への心
のサポートなど、家族だけの勉強会です。
【日時】10 月３日（金）午前 10 時～午
前 11 時半　【場所】村老人福祉センター
【内容】盛岡カウンセリングルーム佐藤照
貴カウンセラーによる講演「自分の人生
を生きるために～ゆたかなコミュニケー
ションの秘訣」　【申し込み・問い合わせ】
９月 30 日（火）までに健康推進課（内
線 143）に申し込みください。
【滝沢村精神障害者家族会「カッコウの
会」】家族で病気や障がいの勉強を重ね、
地域社会への理解を広げていきたいと考
えています。病気について正しく理解し、
障がい者本人のよき理解者、支援者にな
りませんか。見学や入会申し込みは 事務
局（健康推進課  内線 143）まで。

耐震改修する木造住宅に補助します
　村では昭和 56 年以前の旧耐震基準で
建築された木造住宅で、耐震診断の結果、
判定値が 1.0 に満たない住宅で、耐震改
修工事をする人に対し最高 60 万円まで
補助します。
　なお、改修補助は件数に限りがあるの
でお早めにご相談ください。
●条　件
①昭和 56 年以前に建築された木造在来
軸組み工法による２階建以下の住宅であ

ること　②耐震診断を実施し、判定値が
1.0 未満であること　③判定値が 1.0 以上
になるように耐震改修工事を行うこと　
④村税その他村に対する債務を滞納して
いないこと
●耐震診断も受け付けています
　条件は補助の条件①などと同じで、自
己負担 3,000 円で診断できます。
●申し込み・問い合わせ
　都市計画課（内線 227）　

▶日　時
　10 月 19 日（日）午後１時～午後３時
▶場　所　村埋蔵文化財センター　
▶内　容
　山田昌久首都大学東京教授による講演

「縄文人の自然知と工夫」
▶定　員　70人（定員超えの場合は抽選）
▶申し込み・問い合わせ
　10 月 11 日（土）までに、村埋蔵文化
財センター（☎ 694 － 9001）に電話で
申し込みください。（月曜日は休館日）

埋蔵文化財センターで
　環境考古学講座を開催

▶日時・場所・内容
①10月 18日（土）滝沢ふるさと交流館、
午後２時～午後３時半、（子ども向け、「ド
ナルドダックと魔法使い」ほか）
②10月 23日（木）村公民館、午前 10 時
半～午前 11 時半（大人向け、「風のかけ橋」
ほか）、午後２時半～午後３時半（子ども
向け、「化けくらべ」ほか）
▶問い合わせ
　村立湖山図書館（☎ 687 － 2222）

ミニ・シアターを開催
　会場は公民館と交流館

「お山の湯」指定管理者を募集
　村では、民間事業者による柔軟なサー
ビスの提供と効率的な運営を図るため、
滝沢相の沢温泉入浴施設「お山の湯」の
運営管理を行う指定管理者を募集します。
【指定管理委託期間】平成 21 年４月１日
～平成 24 年３月 31 日　【募集期間】10
月１日（水）～ 10 月 31 日（金）に高齢
者支援課へ提出か、期日までに書留で郵
送してください。　【募集要項・申請用紙】
村ホームページに掲載していますのでダ
ウンロードしてください。　【申し込み・
問い合わせ】高齢者支援課（内線 523、
E-mail： kourei@vill.takizawa.iwate.jp）

滝沢村ハートフル交流会を開催
　地域で暮らす仲間同士、話し合いや動
物との触れ合いを通じて交流を深めませ
んか。
【日時】10 月 10 日（金）午前 10 時～午
後２時半（受付時間９時半）　【場所】う
まっこパークいわて　（旧ポニースクール
岩手）　【対象者】精神障がい者保健福祉
手帳をお持ちの人　【参加費】200 円、昼
食は各自でおにぎりを持参ください。【申
し込み・問い合わせ】10 月１日（水）ま
でに、福祉課（内線 142）に申し込みく
ださい。

シルバー人材センター講座案内
　滝沢村シルバー人材センターでは、介
護員養成研修 2 級課程の受講者を募集し
ます。（受講料無料）
【募集期間】９月 26 日（金）～ 10 月 10
日（金）　【講習期間】10 月 20 日～ 12 月
10 日　【定員】20 人（60 歳代前半層を中
心とする高齢求職者）　【申し込み・問い
合わせ】講習日や場所、申し込み方法など、
詳しくはシルバー人材センター（☎ 699
－ 3015）に電話で問い合わせください。

　社会福祉法人の滝沢村保育協会と土淵
朗親会では、非常勤保育士と非常勤看護
師（保育協会では契約保育士も）を募集
しています。勤務地は村内の保育園（土
淵朗親会は牧の林すずの音保育園）です。
【資格】保育士（保育士登録必要）や看護
師の資格を取得していること。　【申し
込み・問い合わせ】詳しくは滝沢村保育
協会（☎ 687 － 3580）や土淵朗親会（☎
656 － 3080）に問い合わせください。

保育園で働く保育士など募集

　滝沢村には公共・民間施設や歴史的建
造物がたくさんあります。今回、その中
のいくつかを村のバスで訪問します。
▶主　催　村教育委員会学習支援課
▶日時・訪問先
※原則、３回全てに参加をお願いします。
① 10 月 14 日（火）午前９時半～午後４
時、日本アイソトープ協会や陸上自衛隊
岩手駐屯地、共立盛岡工場など
② 10 月 21 日（火）午前９時半～午後３
時、清掃センターや柳沢工房、国立岩手
山青少年交流の家など
③ 10 月 28 日（火）午前９時半～午後３
時、学校給食センターや山の上三太夫の
墓、南部曲り屋、上田邸など

村民教養研修講座開催
　村内の建造物など訪問

　岩手山麓工房フェスタ（岩手山麓工房
フェスタ実行委員会主催、村と村観光協
会など後援）が 10 月３日（金）～５日（日）
午前 10 時～午後４時に、馬っこパーク・
いわてで開催されます。
【内容】県内から、こだわりの工芸品や
手仕事の作品が集い、地元食材の食事
コーナー、馬やポニーなどとの触れ合い
コーナーなど　【問い合わせ】同実行委
員会（長内工房　☎ 688 － 5702）

岩手山麓工房フェスタを開催

▶定　員　30 人（定員超えの場合は抽選）
▶参加費　1,141 円（昼食代）　
▶申し込み・問い合わせ　　
　10 月 1 日（水）午後 5 時までに、学習
支援課（滝沢村公民館　☎ 687 － 2222）
に電話で申し込みください。

　ことばが遅れている、歩き方が気にな
るなど、お子さんの発達に関する相談に
県立療育センターの専門職員が応じます。
▶期　日　10 月 28 日（火）
▶場　所　村老人福祉センター
▶申し込み・問い合わせ
　時間や申し込みなど詳しくは、10 月１
日（水）までに健康推進課母子保健担当（内
線 146）に問い合わせください。

お子さんの発達などの
　相談に職員が応じます

カレンダーに湖山図書館と商工観光課からのお知らせを掲載していますので、ご覧ください。
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　こちらの QRコードか
ら、滝沢村の携帯用ウェ
ブサイトにアクセスでき
ます。

携帯用サイトに簡単アクセス！

鵜飼小でフリーマーケット
出店者を募集しています
　鵜飼小学校 PTAでフリーマーケットを
開催します。フリーマーケットの出店者
を募集します。
【日時】９月 27 日（土）午前 11 時～午後
２時　【場所】鵜飼小学校体育館　【募集
内容】１区画 500 円（先着順）※高価な
物や食べ物などの販売はご遠慮ください。
【申し込み・問い合わせ】鵜飼小学校フリー
マーケット担当（☎ 687 － 2004）

秋の全国交通安全運動
　秋の全国交通安全運動が、９月 21 日
（日）～ 30 日（火）の 10 日間実施されます。
　運動重点は、①全ての座席のシートベ
ルトとチャイルドシートの正しい着用の
徹底　②夕暮れ時と夜間の歩行中・自転
車乗用中の交通事故防止　③	飲酒運転の
根絶です。
　また、記録が残る昭和 43 年以降、毎日
どこかで交通死亡事故が発生しているこ
とから、国では９月 30 日を「交通事故死
ゼロを目指す日」とし、国民一人一人が
交通ルールを守り、交通マナーを実践す
ることで、交通事故死ゼロを目指そうと
呼び掛けています。
　村内では平成 18 年 12 月１日以降交通
死亡事故の発生がありませんが、さらに
継続していくためには村民の皆さんの高
い意識と協力が必要です。
　この機会に交通安全について考えてみ
ましょう。
●問い合わせ　防災防犯課（内線 373）

 

　保険料の免除や猶予、特例を受けた期
間は、老齢基礎年金を
受給するための資格期
間に反映されますが、
年金額を算出する際に
は、免除期間の分は減
額され、猶予・特例期
間はまったく計算に入
りません。
　これらの期間に納め
ていなかった保険料
は、10 年以内に追納
することができます。追納された場合

は、当時納めていたのと同じ扱いになる
ため、老後の年金を満額
に近づけることができま
す。
　ただし、２年を経過し
た分については、当時の
保険料額に加算がつきま
す。
　余裕があるときは、追
納をすることをおすすめ
します。

●問い合わせ　保険年金課　（内線 148）

追納で老後の年金を満額に近づけましょう

　 不用品あっせんコーナー
《提供します》	 	
○ふじなでしこ幼稚園制服（サイズ不明）
　冬園服２着、夏園服４着、スカート１着、
冬帽子１個、夏帽子２個、カバン１個
○ふじなでしこ幼稚園体操着（サイズ不
明）
　長ズボン２着、半ズボン１着、長袖２着、
半袖２着
◎このコーナーは、家庭で不用になった
物品を必要とする人に、無償で提供する
ことにより、物を大切に使うことの意識
の向上とごみの減量化・資源化を図り資
源循環型社会を目指すことを目的にして
います。
【対象物品】　衣類、家電製品など、その
他（破損などがなく十分使用に耐えうる
ものであること）
【除外品】　ペット、自動車、バイク、食品、
衛生用品
●問い合わせ　環境課（内線 275）

国 民 健 康 険保 一 口 メ モ
●保険証が更新されます
　現在、交付されている国民健康保険（国
保）の保険証の有効期限は、９月 30 日
までになっています。９月下旬に新しい
保険証を世帯主あてに郵送します。（一
部は窓口交付になります）
　新しい保険証が届いたら、内容に誤り
がないか確認してください。
　また、期限が切れた保険証は返却の必
要はありませんので、細かく切り刻んだ
後処分してください。

●新しい保険証が届いたら
　新しい保険証に、他の保険（社会保険
など）に加入している人の名前が記載さ
れていた場合は、国保資格の喪失届が提
出されていない可能性があります。確認

の上、お早めに国保から抜ける手続きを
お願いします。

●保険証は一世帯に１枚です
　国保は世帯ごとに加入します。原則と
して保険証は一世帯に１枚、世帯主の名
前で交付されます。ただし、同じ世帯に
一般と退職の被保険者がいる場合や、住
民票が村外にある学生、遠隔地の保険証
を交付されている場合などは、別々に交
付されます。
　なお、学生用（住民票が村外にある人）
や遠隔地の保険証は更新手続きが必要に
なります。

●問い合わせ　
　保険年金課（内線 127 ～ 129）

村観光写真コンクール、作品を募集しています
　村内の四季の風景、産業、民俗、史跡、
行催事などに関するたくさんの作品の応
募をお待ちしています。
●題　材　
【課題部門】
　鞍掛山や鞍掛山からの風景、鞍掛山の
植物など鞍掛山に関するもの
【自由部門】
　村内の観光地の紹介に関するもの
●作　品　カラープリント四つ切りのみ
※四つ切りワイドでも可、デジタル作品
可（未修正のみ）
●賞　最優秀賞と優秀賞、入選など
　各賞とも賞状と副賞、賞金（最優秀賞
は課題・自由部門共通の中から１点、賞
金４万円）など
●審査基準
　写真の優劣だけではなく、村の観光宣
伝に役立つようなものを選定します。
●撮影期間
　平成 20 年２月～ 21 年１月
●そのほか
・応募作品は各部門ごと一人５点までで、

未発表のものに限ります。
・入賞作品の著作権は撮影者に帰属しま
すが、入賞作品を優先的に使用する権利
を当協会が有し、パンフレットやポス
ターに使用する場合があります。
・応募作品は原則として返却しません。
入賞作品以外の応募作品は希望者に返却
しますが、送料を負担していただきます。
●応募先・問い合わせ
　応募作品には、部門名・題名・氏名・
年齢・住所・職業・電話番号・撮影年月日・
撮影場所などを記入し、平成 21 年２月
６日（当日消印有効）までに、村観光協
会（村商工観光課内、内線 265）に応募
してください。

昨
年
度
の
最
優
秀
作
品
「
牧

草
、
秋
の
収
穫
」（
上
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通

三
さ
ん
撮
影
）
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