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　　 　がんの早期発見のために。無料で受けられる胃がん検診　実施
令和元年度胃がん検診を実施します。

　検診申込者には受検票を配付していますので忘
れずに受診ください。これから検診を申し込むと
きは問合せ先までご連絡ください。
■対象　�令和2年4月1日時点で35歳以上の町民
■受診できない人
　・妊娠中または妊娠している可能性のある人
　・胃、十二指腸の切除手術をした人
　・胃疾患で定期的に検査を受けている人
　・腸閉塞・腸管憩室炎を起こした人
　・�バリウムによるアレルギー反応を起こした人
　・�バリウムで気管支炎、肺炎を起こし治療を受けた人

　・腎臓疾患・心臓疾患などで水分制限をしている人
　・�２日（検査前日・前々日）以上便通がない人（便
通が改善された場合は検査可）

　・体力的に検査に不安のある人
　・飲食でむせやすい人
■その他
　・�持病のある人は、受診前にかかりつけ医に相
談ください。

　・当日の体調により受診できない場合があります。
　・�下記日程内で、地区指定日以外でも受診でき
ます（事前の連絡は不要です）。

問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 608

月日 受付時間 場所 地区 
7月16日㊋

6：30～ 9：30
（開場 6：00）

姉帯多目的集会施設 姉帯・面岸地区
17日㊌

小鳥谷地区公民館
川又、小性堂、野中、穴久保女ヶ沢、野里、中屋敷、下仁昌寺、上仁昌寺、居也中村、道地駒木

18日㊍ 高屋敷若子内、平糠地区、田中開拓、小繋、田子、蛇ノ島
22日㊊

総合保健福祉センター
平船、楢山・来田地区、鳥越地区

24日㊌ 女鹿地区、田中、岩舘地区、根反地区、女鹿口
25日㊍

奥中山地区公民館
火行、摺糠、宇別、旧中山、釜石、二戸郷、日蓄、岳川、豊ヶ岡、上下田子、袖ヶ沢

26日㊎ 奥中山１～４、軽井沢
8月11日㊍ 翔遊館（鳥海地区公民館隣） 鳥海地区

2日㊎
総合保健福祉センター

越田橋、八幡町、小井田、下町、横町、中町、上町、北舘
3日㊏ 袋町、向町、野田坂、野田、中道、永代町、中田、樋ノ口、小滝
4日㊐ 西法寺地区

10月3日㊍
7：00～10：00
（開場 6：30）

奥中山地区公民館 奥中山地区
4日㊎ 小鳥谷地区公民館 小鳥谷地区
5日㊏ 総合保健福祉センター 一戸地区、鳥海地区、浪打地区

◎検診日程

胃

　親子で調理体験や食事をしながら、「食」の大切
さを楽しく学びましょう。
■日時　7月 28日㊐　9：45～ 13：00
■場所　総合保健福祉センター
■対象　年長児・小学生とその保護者
■定員　先着 8組
■参加費　1家族 500円
■持ち物　エプロン、三角巾
■申込方法　7月 18日㊍までに問合先に電話。
問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 619

「食育」で子どもの感性を豊かに
おやこの食育教室　開催

　一戸町在住の崔
さいがくぐん
学軍先生の中国語教室を開催し

ます。楽しく中国語を学んでみませんか？
■日時
　6月 29日㊏、7月 6日㊏、7月 13日㊏など
　各 13：00～ 15：00
■場所　町民文化センター 3階　児童室
■申込方法　問合先に電話。（随時募集）
問一戸町国際交流協会　☎ 33-1204

楽しみながら身に付けよう！
崔先生の中国語教室　開催

海の日のごみ収集について

�　7月 15日㊊の海の日は、早朝収集となりますの
で6：30までに指定の収集場所に出してください。
　収集するごみの種類は、通常の月曜日の収集と同
じとなります。
　なお、午前中は二戸地区クリーンセンター（☎
25-5660）へ家庭ごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資
源ごみ、粗大ごみ）の持ち込みができます。
※可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみは10㌔当たり30円、
粗大ごみは10㌔当たり100円の料金がかかります。
問水環境課　内線 225

　初心者、中級者を対象に硬式テニス教室を開催
します。ラケットの貸し出しもありますので、お
気軽にご参加ください。
■日時　
　7月 17日㊌、24日㊌、31日㊌
　8月 17日㊌、21日㊌、28日㊌
　各 19：00～ 21：00
■場所　総合運動公園　テニスコート
■講師　一戸町硬式テニス協会
■参加費　1回につき 200円（当日集金）
■申込方法　問合先に電話。
　　　　　　※ 2回目以降の申し込みも可。
問生涯学習課　内線 514

初心者・子ども大歓迎♪
硬式テニス教室　開催

　わんこの会では、「愛犬のしつけ教室」を開催し
ます。申し込みは問合先までご連絡ください。
■日時　7月 7日㊐　10：30～ 12：00
■場所　馬淵川近隣公園駐車場（二戸市）
■参加費　1,000 円
問わんこの会事務局　☎ 23-8257

愛犬のしつけ教室　開催

消防職員を募集します。申し込みは 7 月 16 日から
　令和元年度二戸地区広域行政事務組合消防職員
の採用試験を実施します。
■対象
　①�平成 5年 4月 2日以降に生まれた人で、高等
学校以上卒業、または令和 2年 3月に卒業見
込みの人。

　②採用後、二戸管内に居住できること。
■第１次試験日・場所
　9月 22日㊐・福岡中学校（二戸市）

■申込書の配布
　7月 1日㊊～ 8月 9日㊎まで
　※�同組合消防本部、各分署、ホームページ（http://
www.cassiopeia.or.jp/）で配布。郵便によ
る請求も可能ですので、ご連絡ください。

■申込受付期間
　7月 16日㊋～ 8月 16日㊎（土日、祝日除く）
　8：30～ 17：00
問同組合消防本部総務課　☎ 26-8111

　高原の風を感じながら、ストックを使ったウォー
キングをします。お気軽にご参加ください。
■日時　7月 6日㊏
　　　　8：50花の丘公園集合、12：00解散
■場所　くずまき高原牧場（バスで移動）
■定員　先着 30人　■参加費　200円
■申込方法　7月 3日㊌までに問合先に電話。
問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 603

生活習慣病・介護予防に
ノルディックウォーキング　開催

【木でつくる　風鈴工作教室】
　木工の匠、山井木工さんと風鈴を作ります。
　そのほか、絵本の読み聞かせなども行います。
■日時　7月 27日㊏　9：30～ 12：00
■場所　コミュニティセンター　会議室
■定員　先着 20人　■参加費　300円
■持ち物　ボンドを拭くためのタオル
■申込方法　7月 20日㊏までに問合先に電話。

【子ども司書講座】
　本の探偵団、図書館見学ツアーなど、図書館の仕
事を体験してみませんか？参加賞もプレゼント！
■日時　8月 1日㊍　10：00～ 15：00
■場所　町立図書館
■対象　小学 3～ 6年生（児童のみの参加も可）
■定員　先着 8人　■参加費　無料
■持ち物　筆記用具、昼食、麦茶などの飲み物
■申込方法　7月 31日㊌までに問合先に電話。
問一戸町立図書館　☎ 31-1400

町立図書館のイベント
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■日時　�7 月 18日㊍～ 21日㊐
　　　　9：00～ 17：00
　　　　（最終日は 16：00）
■場所
　コミュニティセンター　ホール
■規定
　①部門　�洋画、日本画、水墨画、彫刻、デザイン、

書道、版画、写真、陶芸、工芸
　②応募点数　1人 3点以内、作品規格はなし。
　③出展料　1点1,500円（２点目からは500円）。
■申込期限　6月 30日㊐まで
　※申込書は下記住所へ送付ください。
　　東山智子　☎ 32-3332
　　〒 028-5301　西法寺字関屋 45-19
■作品の搬入日時
　7月 17日㊌　10：00～ 12：00
問一戸町文化協会　☎ 31-1400

第 27 回県北一戸美術展へ
出展する作品を募集します

起業・事業拡大に補助
地域資源イノベーション促進事業

�　地域の人材や資源を活用し、御所野遺跡の世界遺
産登録を見据えた事業を創出しようとする個人・団
体を対象に補助します。対象事業は、農家レストラ
ンや新商品開発、ツアーガイドなど多岐にわたりま
すので、詳しくは下記までお問い合わせください。
■募集団体数　1団体
■募集期間　7月12日㊎　17：00（必着）まで
■補助率　
　対象事業費の5分の4以内（上限100万円）
問商工観光課　内線 263

岩手県が実施する大規模事業について
意見を募集します

�　岩手県が一戸町で実施している大規模事業につい
て、事業の継続が適切であるか評価しましたので、
その内容についての意見を募集します。
■対象事業　馬淵川広域河川改修事業
■募集期間　7月16日㊋まで
■資料閲覧場所
　県庁行政情報センターおよび県民室、行政情報サ
　ブセンター
　※岩手県公式ホームページからも閲覧できます。
　　サイト内検索で「パブリックコメント」と検索。
■意見の提出先　問合先まで連絡ください。
問岩手県政策推進室評価担当　☎ 019-629-5181

　いちのへ町民セミナーで実施
する「公開講座」をご紹介しま
す。公開講座は、誰でも参加で
きます。
■公開講座の内容
　①「彫刻家　田村史郎氏について」※1

　　講師　斎藤　純　氏（作家）
　　日時　7月 23日㊋　10：00～ 11：30
　　場所　町民文化センター（☎ 33-2111）
　②「子ども孝行」
　　講師　関上　哲　氏（富士大学　准教授）
　　日時　8月 22日㊍　13：30～ 15：30まで
　　場所　奥中山地区公民館（☎ 35-2112）
　③「生活習慣病と運動」※2

　　講師　小
おごう
河　繁彦　氏（東洋大学　教授）

　　日時　9月 19日㊍　13：30～ 15：00
　　場所　小鳥谷地区公民館（☎ 34-3315）
　※1�（公財）日本教育公務員弘済会岩手支部主催

の「文学歴史伝承講座」による講演となります。
　※2�「東洋大学社会貢献センター講師派遣事業」

の協力による講演となります。
■受講料　　無料
■申込方法　�開催日の２日前までに各公民館へ申

し込みください。
問生涯学習課　☎ 33-2111　内線 514

いちのへ町民セミナー「公開講座」
申込者以外も参加できます

第 12 回ゆうあいまつり　開催

　懸賞付きナニャトヤラ踊りなど、楽しいイベン
トを用意しています。利用者のご家族、地域の皆
さまのお越しをお待ちしています。
■日時　7月 13日㊏　15：00～ 17：00
　　　　※屋台、ゲームコーナーは 14：30開始
■場所　�総合保健福祉センター　ふれあい広場
　　　　（雨天時は同センター内　ふれあい交流室）
問㈱結愛サービス公社　☎ 32-3737

第 22 回みたけ夏まつり　開催

�　ステージ発表や食べ物の出店、バザーなど楽しい
コーナーが盛りだくさん！ぜひ、お越しください。
■日時　7月 6日㊏　9：30～ 13：50
■場所　岩手県立盛岡みたけ支援学校奥中山校
問同校　☎ 35-3036

女性の再就職セミナー＆おもてなし英会話セミナー　開催
　二戸地域雇用創造協議会では、「女性の再就職セ
ミナー」と「おもてなし英会話セミナー」を開催
します。スキルアップに、ぜひご参加ください。
■セミナーの内容
　①「女性の再就職セミナー」
　　日時　7月 9日㊋、10日㊌
　　　　　各 10：00～ 15：00
　　場所　二戸市シビックセンター�カルチャールーム
　　講師　山﨑　洋実　氏
　　申込期限　7月 2日㊋
　　その他　�保育士常駐の無料託児スペースを利

用できます。

　二戸地域雇用創造協議会では、「女性の再就職セ
ミナー」と「おもてなし英会話セミナー」を開催
します。スキルアップに、ぜひご参加ください。
■セミナーの内容
　①「女性の再就職セミナー」
　　日時　7月 9日㊋、10日㊌
　　　　　各 10：00～ 15：00
　　場所　二戸市シビックセンター�カルチャールーム
　　講師　山﨑　洋実　氏
　　申込期限　7月 2日㊋
　　その他　�保育士常駐の無料託児スペースを利

用できます。

　②「おもてなし英会話セミナー【初級編】」
　　日時　7月 18日㊍、19日㊎
　　　　　各 9：00～ 16：00
　　場所　ワークインにのへ　1F会議室
　　講師　馬上　千恵　氏
　　申込期限　7月 12日㊎
■定員　各 20人　■受講料　無料
■申込方法
　問合先に電話。
　または、右のQRコードから。
問二戸地域雇用創造協議会　☎ 26-8061
　www.ninohe-koyou.net/souzou

　食生活改善推進員は、食事や運動などについて
学習し、家庭と地域住民の健康づくりのために食
育活動をしています。あなたも一緒に食育活動を
してみませんか？
■日時
　8月 31日㊏、9月 21日㊏、10月 12日㊏、
　10月 26日㊏、11月 9日㊏
　各 9：30～ 13：30
■場所　総合保健福祉センター　会議室
■対象
　　食生活改善推進員として活動する意欲があり、
　5回の講座のうち4回以上出席できる町民
■定員　10 人
■受講料　無料
■申込方法　7月 18日㊍までに問合先に電話。
問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 619

家庭と地域の健康づくりのために
食生活改善推進員養成講座　開催

　主に高齢者の家事や買い物のお手伝いをするボ
ランティア活動が始まります。
　掃除や買い物、料理などの経験を、困っている
人のために生かしてみませんか？
■日時　7月 30日㊋　9：30～ 12：00
　　　　7月 31日㊌　9：00～ 12：00
■場所　総合保健福祉センター　会議室
■定員　15人
■受講料　無料
■申込方法　7月 23日㊋までに問合先に電話。
問一戸町社会福祉協議会　☎ 33-3385

「困ったときはお互いさま」
訪問助け合い活動ボランティア養成講座　開催

半年間に３回の注射が必要です
子宮頸がん予防ワクチン接種　実施

　子宮頸
けい
がん予防ワクチンは、副反応がみられる

ことから、当町では積極的に接種を勧めていませ
んが、希望者は接種を受けることができます。
　よく考えた上での接種をお願いします。
■対象者　�町内に住所がある平成 15 年 4 月 2 日

～平成 19年 4月 1日生まれの女子。
■接種場所　�ふくもりたこどもクリニック・アレル

ギー科、いちのへ内科クリニック
■実施期間　令和 2年 3月 31日まで
■接種方法　①申し込み後に予診票を発行します。
　　　　　　②�希望する医療機関に希望日の１週

間前までに予約してください。
■料金　無料
■注意事項
　・�医療機関へ予診票、母子健康手帳を持参して
ください。

　・�６カ月間に３回の接種が必要となります。で
きるだけ年度内に終了できるよう、計画的な
接種をお願いします。

問健康福祉課　☎ 32-3700　内線 609、610

　平成 25 年 3 月に来町し、現在、秋田大学医学
部に在学中のゴックさんが「決意」を語ります。
■日時　7月 14日㊐　11：00～ 12：00
■場所　コミュニティセンター
■講師　ルー　ホン　ゴック　氏
■演題　「私の決意」
問一戸町国際交流協会　☎ 33-1204

一戸町国際交流協会
設立 20 周年記念講演会　開催


