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第32回陸上自衛隊岩手駐
屯地音楽隊 定期演奏会！

■	会場　盛岡市民文化（マリオス）大ホール
■	日時　平成 30 年 3月10日（土）
　	開場：14：15、開演：15：00
■	出演　岩手駐屯地音楽隊・巌鷲太鼓・
駐屯地らっぱ隊及び格闘班

■	友情出演　秋田駐屯地音楽隊・民間
バトンクラブ（ZEAL バトンクラブ）・
口内鬼剣舞（北上市郷土芸能）・岩手
駐屯地音楽隊OB.OG

※	入場無料、先着入場で満員になり次第、
入場をお断りしますので御注意下さい。

問  陸上自衛隊岩手駐屯地 指令業務室
　 ℡ 019-688-4311（内線 256）

写真展「復興カメラ」を
開催します

　TETTOプレオープンイベントvol.12			
東日本大震災	復興の記録〜岩手	釜石・
大槌〜		写真展「復興カメラ」を開催します。
■	日時　3月13日（火）〜4月1日（日）
■	場所　釜石市民ホールTETTO　ギ
ャラリー

■	時間　9：00 〜21：00（入場無料）
■	内容　震災の風化防止と次世代へ繋
げる機会として、震災直後から現在ま
での釜石と大槌で撮り続けてきた7
年間の復興の記録を展示いたします。

■	写真　特定非営利活動法人＠リアス
NPOサポートセンター

イベント 問  釜石市民ホール　℡ 22-2266

平成30年度母子保健事業
日程表

　平成 30 年度に実施する乳幼児健診
等の日程表を保健福祉課窓口及び、乳
幼児健診・相談で配布しています。
　お気軽にお声掛けください。
■	配布時期　平成30年3月上旬頃から
問 保健福祉課 健康推進班
 　℡ 0193-42-8715

健幸運動教室

　大槌町では、運動習慣を基盤とした
健康づくりの推進のため「健幸運動教
室」を開催します。持ち物は、タオル
等です。参加を希望する人は、下記問
合せ先までご連絡下さい。
＜出張運動教室＞
■	日時　3月6日（火）10：00〜12：00
■	会場　吉里吉里仮設団地（吉里吉里
中学校グランド）集会所

■	その他　仮設住宅以外の人も参加で
きます。

問 保健福祉課 健康推進班
 　℡ 0193-42-8715

楽らく体操・何でも相談会（公営
住宅・地区集会所）のお知らせ

　大槌町地域包括支援センターでは下

健 康

記の日程で体操教室、相談会を開催し
ます。お誘いあわせのうえぜひご参加く
ださい。下記会場のほか、各仮設でも
開催しております。開催日程は各仮設
の掲示板をご覧ください。
■	内容
　 楽らく体操：セラバンドを使用した体
操などを行います。

　	何でも相談：高齢者に関する相談に
応じます。

■	日程　３月20日（火）
　県営屋敷前アパート集会所
■	時間　13：30 〜15：00
■	協力　いきいき岩手支援財団
問 大槌町地域包括支援センター
　 ℡ 0193-42-8716

３月のこころがけサロン

　心の健康増進をお手伝いする専門家が、
楽しくて役に立つ参加型サロンを開催しま
す。参加無料。相談コーナーもあります。
■	３月17日（土）
　	10：00 〜12：00　「ピアノで音楽
サロン」赤浜第２仮設

　	10：00 〜12：00　「染め物サロン」
旧植田医院仮設診療所　

　	13：30 〜15：00　「ピアノで音楽サ
ロン」ぬくっこハウス

　	13：30 〜15：00　「染め物サロン」
まごころ団地

■	３月18日（日）
　	10：00 〜15：00　「モノづくりサロ
ン　飾り紐作り」マストホール

問 認定 NPO 法人心の架け橋いわて
 　℡ 0193-55-6618
　 HP：www.kokorogake.org

太陽光発電・蓄電池相談会開催太陽光発電・蓄電池相談会開催

３月１６日（金）～１８日（日）
１０：００～１６：００

日時

場所 福幸きらり商店街 A棟 2階（東日本ソラナ）

大槌町大槌第２３地割９
福幸きらり商店街 A棟２-９
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上町に移転しました

公有財産（物品、土地）の売却予定について

〈公売について〉
　町では、利用の見込まれない物品及び町有地（区画整理
事業地内）について、公売を予定しております。公売の方法
は入札となります。入札は、個人、法人を問わず参加できます。
　公売を行う物品及び土地の詳細、参加方法、必要な書類
等は平成30年３月28日に町ホームページに掲載予定です。
また、公開後は、役場財政課においても必要書類等の配布
や説明を行います。

〈入札日について〉
　入札会は、平成 30 年４月22日（日）午前10 時より役
場３階大会議室にて行います。

　臨時バス（吉里吉里線）のダイヤ改正及び経路変更を実施することとしましたのでお知らせします。

〈土地区画整理事業区域内宅地取得補助金について〉
　公売により取得した町有地については、「土地区画整理
事業区域内宅地取得補助金」制度の対象にはなりません。
　なお、区画整理地内の取得した土地に、住宅を建設した
場合の「大槌町土地区画整理事業区域内住宅建設補助金」
については対象となります。

　詳しくは下記までお問い合わせください。
� 問 財政課 管財班  ℡ 0193-42-8712

臨時バスのダイヤ改正及び経路変更を行います

問 総合政策課 復興まちづくり班　℡ 0193-42-8724

往　　路 復　　路
停		留		所		名 1便 2便 3便 4便 停		留		所		名 1便 2便 3便 4便

吉里吉里中学校前 8：00 9：15 10：50 12：25 小枕団地 9：55 ― ― ―
吉里吉里第 6仮設入口 8：05 9：20 10：55 12：30 県立大槌病院前 10：04 11：31 14：01 15：01

吉祥寺前 8：07 9：22 10：57 12：32 マスト前 10：08 11：35 14：05 15：05
花道公園前 8：09 9：24 10：59 12：34 中央公民館入口 10：11 11：38 14：08 15：08
塚鼻稲荷前 8：10 9：25 11：00 12：35 大槌町役場前 10：12 11：39 14：09 15：09
きらり商店街 8：14 9：29 11：04 12：39 きらり商店街 10：17 11：44 14：14 15：14
中央公民館入口 8：19 9：34 11：09 12：44 塚鼻稲荷前 10：21 11：48 14：18 15：18
大槌町役場前 8：20 9：35 11：10 12：45 花道公園前 10：22 11：49 14：19 15：19
マスト前 8：23 9：38 11：13 12：48 吉祥寺前 10：24 11：51 14：21 15：21

県立大槌病院前 8：27 9：42 11：17 12：52 吉里吉里第 6仮設入口 10：26 11：53 14：23 15：23
小枕団地 ― ― ― 13：01 吉里吉里中学校前 10：31 11：58 14：28 15：28

【ダイヤ改正日】  ４月１日（日）

臨時バス　吉里吉里線 ※小枕団地は月・金曜日のみ運行します。

1213 O T S U C H I  T O W N広 報 お お つ ち  2 0 1 8 . 3


