
 
◆  
▽日時 １１月１日（火）午前８時５０分～午後４時３０分 
▽目的地 盛岡動物公園（集合場所は、「川の駅よこた」隣接の空き地） 
▽内容 ちびっこ遠足（参加無料）貸切バスにて移動します。 
▽持ち物など 敷物、弁当、動きやすい服装 
※申し込み・問い合わせは、１０月２５日（火）までに、市子育て支援センター「あゆっこ」(�０９０
－３９２２－４２５２)、または、広田保育園内「にこにこ」(�５６－４６００)まで。 
 
◆  
 管内にある県営住宅の定期募集計画を定めましたので、お知らせします。なお、空室がないなどの理
由により、募集を行わない場合がありますのでご了承願います。 
▽平成２３年度定期募集に係る申込受付期間  

第２回 平成２３年１１月１４日（月）～１１月１８日（金） 
第３回 平成２４年２月２７日（月）～３月２日（金） 

▽空室状況などの問い合わせ 
 空室状況は、各申込受付期間の１週間程度前から、下記機関において確認できます。 

なお、「県営入居申込書」などは、各申込受付期間の１週間前から沿岸広域振興局土木部大船渡土木セ
ンター（３階）において、受け取ることができます。 
▽申込方法・申込資格・必要書類・募集団地などの問い合わせ先 
 財団法人 岩手県建築住宅センター（�０１２０－２０８－２０１または、�０１９－６２３－４４
１４）、沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター管理課 �２７－９９１９（内線２６２）まで。 
 
◆  

陸前高田が元気になり、食べた人が元気になるお弁当を市内の小学生４～６年生から募集しました。
アイデア満載のお弁当の発表会を開催しますので、参加してください。 
▽日程・場所 １０月２３日(日) サンビレッジ高田 

詳しくは、公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区協議会嶋川(�０７７８－５１－１９７８)まで。 
 
◆  

市役所第１仮庁舎１階会計課前に、岩手銀行の窓口が１０月３日（月）より開設されました。 
▽開設時間 午前９時３０分～１１時３０分 
※上記時間中の市税などの納付は、岩手銀行窓口で納付してください。 
 詳しくは、会計課（内線１１６）まで。 
 
◆  

言葉がおそい、落ち着きがない、こだわりが強い、勉強がよくわからない、友達ができない等、お子
さんの発達について心配なことやお子さんを育てるうえでの「なんで？」「どうして？」の悩みをお聞き
し、具体的な対応や解決策を考えていきます。 
どこから何を相談してよいのかわからない方も、安心してご連絡ください。当法人スタッフをはじめ、
市・医療・福祉等関係機関と連携し、協力体制など本人やご家族と一緒に考えます、まずはお気軽にお
電話にてご相談ください。（時間６０分、相談料無料）希望者には、有料で心理検査もおこないます。 
▽受付時間 平日午前９時３０分～午後３時３０分 
▽対象   相談したいお子さんの保護者の方やお子さんご本人（高校生以下の子どもが対象） 

詳しくは、えぇ町つくり隊高田支部(�０８０－１６５２－６８７５)まで。 
 

◆   
▽日時・場所 １０月２０日（木）午前１１時～午後２時、陸前高田商工会仮事務所 
▽内容 求人情報の提供・履歴書の書き方サポート・仕事に関する相談など（相談は無料） 

詳しくは、ジョブカフェ気仙（�２１－３４５６）まで。 
 
◆  
 ボランティアの依頼を行う場合は、陸前高田市災害ボランティアセンター（�０９０－１３４４－６
０１７、５７－７７３３）に連絡してください。 

  
<   >
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おおふなとさいがいＦＭで、広報りくぜんたかた臨時号の内容など、毎日本市の情報を放
送しています。周波数は８０．５ＭＨｚで、平日は午前９時、正午、午後３時の３回放送
しています。広報と合わせてそちらも利用してください。 

 
▽義援金第２次配分金の追加配分について 
このたび、日本赤十字社などからの義援金第２次配分金について、追加配分がありましたので、次の

とおり対象者に交付します。 

    

追加配分額 １３２千円 １３２千円 ６６千円 

第２次配分金の交付をすでに受けた人は、１０月２０日（木）ごろを目途に前回送金した口座と同じ
口座に義援金を振り込みますので、手続は必要ありません。 
※義援金の振込日は、あらためて通知しませんので、通帳の記帳により確認してください。 
▽１戸に複数の世帯が居住する住宅が被害を受けた場合について 
被災当時において、１戸の住宅に住民登録を別にする複数の世帯が居住していたときは、それぞれの

世帯主が義援金の交付を受けることができます。 
▽入所する福祉施設が半壊以上の被害を受けた場合について 
福祉施設（グループホームなど）に入所していた人について、その福祉施設が半壊以上の被害受けた

場合には、次の基準により義援金の交付を受けることができます。 

  
    

第１次配分金 ３５０千円 １８０千円 
第２次配分金 ６９４千円 ３４７千円 
合   計 １，０４４千円 ５２７千円 

※なお、交付対象や交付を受ける人などには細かい解釈がありますので、市役所に問い合わせください。 
 詳しくは、被災者支援室（内線３８０）まで。 
 
◆  

市では、奨学金の貸与について、次のとおり追加募集を行います。 
▽出願資格 市内に住所を有する者の子弟で、高等学校以上の学校に在学し、向学心に燃え、学術優秀、

品行方正、身体剛健で、かつ、経済的理由により学費の支出が困難と認められる者。 
▽出願手続 教育委員会に備え付けの申請用紙に必要事項を記入し、学校長の推薦を受け、生涯学習課

に提出してください。 
▽出願期間 １０月１１日（月）～２８日（金） 
▽奨学生の決定 選考委員会の推薦により市長が決定し、父母を通じ本人に通知します。 
▽奨学金の貸与額 
 高等学校またはこれと同程度の学校に在学する者 １０，０００円／月 
 大学またはこれと同程度の学校に在学する者   ３０，０００円／月 
▽貸与期間 正規の修学期間（平成２３年４月から在学学校の正規の修業年限の終期まで） 
▽奨学金の返還 貸与期間の満了、退学または廃止した月の６カ月後から１０年以内に年賦、半年賦の
いずれかの方法による。 
 詳しくは、生涯学習課（内線３０１）まで。 
 
◆  
 市教育委員会では、１１月から、火曜日・木曜日の夜（午後７時～９時）や日曜日の昼（午前９時～
午後３時）に市内在住の中学生・高校生を対象に学びの場を提供する「学びの部屋」事業を開始する予
定です。（場所は第一中、横田中、米崎小を予定） 
 ついては、子どもたちの学習を支援する人を６人程度募集します。勤務条件や報酬などの詳細は、ハ
ローワークの求人票、または、市役所入口・教育委員会入口に備え付けのチラシ、教育委員会のホーム
ページなどをご覧ください。 
 詳しくは、教育研究所（内線３１４）まで。 
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◆  

専門の医師が、義肢・装具・車いすなどの補装具の製作・修理・適合に関する相談に応じます。 
▽期日 １１月４日（金） 
▽受付時間 午前１０時３０分～１１時 
▽会場 大船渡地区合同庁舎 
▽申込締切日 １０月２５日（火） 
▽対象 身体障害者手帳の交付を受けている人 
※参加を希望する場合は事前に連絡をお願いします。（身体障害者手帳、印鑑、補装具を持参） 
※申し込み・問い合わせは、社会福祉課障がい福祉係（内線２０２）まで 
 
◆  

 大手製紙メーカーのご厚意により、『段ボールベッド』を無料で配布しています。 
 軽量で簡単に組み立てられるうえ、高齢者が寝起きする際の足腰の負担を軽減し、これからの寒い時
期には断熱効果も期待できます。仮設住宅入居者や医療機関からは、「ゆっくり眠れる」「動きやすくな
った」と好評です。 
＜問い合わせ・連絡先＞  
・松原苑在宅応援チーム（担当：尾崎、平野）（�５３－１８７７、０９０－５８３８－１８７７） 
・市地域包括支援センター（担当：菅野、佐藤）（内線２１２） 
 
◆   
 岩手労働局では、下表のとおり就職支援に関する出張相談を開催します。 

      

10 月 13 日(木) 

午前 11
時～午
後 2 時 

サンビレッジ高田 
10 月 19 日(水) 

午前 11
時～午
後 2 時 

小友コミセン 
高田高第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

10 月 14 日(金) 

要谷公民館 

10 月 20 日(木) 

サンビレッジ高田 
滝の里工業団地 

商工会仮事務所 
細根沢地区仮設住宅 

10 月 17 日(月) 横田中仮設住宅 10 月 21 日(金) 

上長部仮設住宅 

滝の里工業団地 

細根沢地区仮設住宅 

10 月 18 日(火) 
広田ｺﾐｾﾝ(広田小内) 

  
佐野仮設住宅 

▽内容 就職相談（求職の受け付け・職業相談）、求人情報の検索・提供、雇用調整助成金制度の周知、 
雇用保険失業給付手続方法の周知、管轄ハローワークとの連携、訓練・生活支援給付金の案内、 
各種技能講習修了証の再交付申込方法の周知など 

 詳しくは、岩手労働局職業安定部職業安定課（�０１９－６０４－３２０３）まで。 
 
◆  
 岩手県医師会では、第一中学校体育館西隣で下表のとおり診療を行います。 

    

10 月 12 日(水) 
午後 3 時～6時 

外科、小児科 
10 月 22 日(土) 
午後 3 時～6 時 

内科、外科、小児科、 
泌尿器科、診療内科 

10 月 13 日(木) 
午後 3 時～6時 

内科、外科、小児科、 
泌尿器科 

10 月 23 日(日) 
午前 11 時～午後 4時 

内科、外科、小児科、 
耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、
診療内科 

10 月 15 日(土) 
午後 3 時～6時 

内科、外科、小児科、 
診療内科 

10 月 26 日(水) 
午後 3 時～6 時 

小児科、泌尿器科 

10 月 16 日(日) 
午前 11 時～午後 4 時 

内科、小児科、耳鼻咽喉科、
眼科、皮膚科、診療内科 

10 月 27 日(木) 
午後 3 時～6 時 

内科、外科、小児科 

10 月 19 日(水) 
午後 3 時～6時 

外科、小児科 
10 月 29 日(土) 
午後 3 時～6 時 

内科、外科、小児科、 
診療内科 

10 月 20 日(木) 
午後 3 時～6時 

内科、外科、皮膚科 
10 月 30 日(日) 
午前 11 時～午後 4時 

内科、小児科、耳鼻咽喉科、
眼科、皮膚科、泌尿器科、
診療内科 

※診療科は、日によって異なります。また、都合で変更になる場合がありますのでご了承ください。 
 詳しくは、同診療所（�５３－２１１０）まで。※診療日のみ通話可能  

 
◆ SL  

平成２４年４月から６月に開催する「いわてデスティネーションキャンペーン」のプレイベントとし
て、ＪＲ東日本が運行する「ＳＬがんばろう岩手号」「ＤＬがんばろう岩手号」の試乗会への参加者を募
集します。 
▽期  日 １１月１７日（木） 
▽運転区間 ＪＲ一ノ関駅～ＪＲ北上駅 １往復 
      （往路：ＳＬがんばろう岩手号）一ノ関駅発１０：３０ 北上駅着 １２：１１ 

（復路：ＤＬがんばろう岩手号）北上駅発 １４：２３ 一ノ関駅着１６：１０ 
▽募集人員 １２０人 
▽募集期間 １０月５日（水）～２６日（水）郵送の場合必着、ファクスの場合は午後５時まで。 
▽応募資格 東日本大震災津波により被災した本県沿岸市町村に現在住んでいる人で、集合場所まで各

自で集合・解散できる人 
▽集合場所(送迎バス発着場所) 市役所仮庁舎前 午前８時２０分発車、午後６時２５分ごろ解散 
▽応募方法 はがきまたはファクスで住所、氏名、年齢、性別、電話番号、送迎バス乗車場所を記載し
てください。１回の応募につき２人まで応募できます。２人で申し込む場合は、２人分を記載のこと。 
▽応募先・問合せ先 〒０２０－８５７０ 岩手県盛岡市内丸１０－１ 岩手県商工労働観光部観光課内
いわてデスティネーションキャンペーン推進協議会事務局 ＳＬがんばろう岩手号試乗会係（�０１９
－６２９－５５７２、ファクス０１９－６２３－２５１０）まで。 
 
◆   

  （注 3）  

10 月 12 日(水) 旧広田水産高校（注 1） 高田高校 第一中学校（注 4） 
10 月 13 日(木) 旧広田水産高校（注 1） 米崎小学校 米崎中学校（注 4） 
10 月 14 日(金) 旧広田水産高校（注 2） 竹駒小学校 予備 
10 月 18 日(火) 滝の里工業団地（注 1） 高田高校 第一中学校（注 4） 
10 月 19 日(水) 滝の里工業団地（注 1） 米崎小学校 米崎中学校（注 4） 
10 月 20 日(木) 滝の里工業団地（注 2） 竹駒小学校 横田中学校（注 5）、横田小学校（注 6） 
10 月 21 日(金) 滝の里工業団地（注 2） サンビレッジ ― 
10 月 25 日(火) 旧広田水産高校（注 1） 高田高校 第一中学校（注 4） 
10 月 26 日(水) 旧広田水産高校（注 1） 米崎小学校 米崎中学校（注 4） 
10 月 27 日(木) 旧広田水産高校（注 1） 竹駒小学校 横田中学校（注 5）、横田小学校（注 6） 

10 月 28 日(金) 旧広田水産高校（注 2） サンビレッジ ― 

（注 1）10:00～15:30（注 2）10:00～12:00（注 3）10:30～12:30 
（注 4）13:30～15:30（注 5）13:30～14:30（注 6）15:00～16:00 
 
◆  

市は、インフルエンザの流行に備えるため、高齢者を対象にインフルエンザ予防接種費の助成を行い
ます。 
▽対象者 ①満６５歳以上の人（接種時に６５歳に達した人） 
     ②６０歳から６４歳で一定の心臓、腎臓もしくは、呼吸器の機能、免疫機能障害を有する人 

（身体障害者手帳１級程度） 
▽接種医療機関 県立大船渡病院、県立高田病院、県立住田地域診療センター、鵜浦医院、鳥羽医院、

広田診療所、二又診療所、松原クリニック、希望ヶ丘病院他、気仙医師会加入医療機関 
※接種希望者は、各医療機関に予約をしてください。 

▽助成期間 １２月３１日（土）まで 

▽予防接種助成額 一人につき１，５００円以内（医療機関の窓口で、接種費用の額から助成額を引い
た金額を支払いすることになります。） 
詳しくは、健康推進課保健係（内線２３０）まで。 

 
◆  

司法書士会では、無料相談を実施します。相続などの法律相談や支援制度の説明、暮らしの困りごと
など何でも相談してください。相談料無料。相談予約は不要です。また、無料電話相談も行っています。 
▽日時・場所 １０月１５日（土）午前９時３０分～正午、米崎コミセン 

１０月１５日（土）午後１時３０分～午後４時、広田小学校 
※司法書士無料電話相談 平日の午前１０時から午後１時（�０１２０－８２３－８１５） 
 
 


