0TSUCHI information

0TSUCHI information

相談・説明会

■会 場 大槌町役場３階小会議室３
問 商工観光課 商工班

行政相談では、役所（国、県、市町村）
や独立行政法人・特殊法人等（国立病
院 機 構、 国 立 大 学 法 人、 郵 便 局、
NTT、高速 道 路 等）の仕事に関して、
困っていることや要望したいことについ
て相談に応じ、その解決の促進を図る
ものです。ぜひ、ご利用ください。
■日時 11月20 日（火）9：30～11：30
大槌町役場１階

相談室１

11 月 11 日（日）、12 月 2 日

（日）
10：00 ～ 12：30（受付は12

時まで）※相談会は午前のみ
役 場１階コミュニティ総合支

援室前、相談室

公的支援制度についての説明および
相談  ②住宅金融支援機構による「災

10：00～12：00

害復興住宅融資」についての説明お

大槌町役場 1 階 相談室 2

よび相談、住宅ローンのシミュレーシ

問 町民課 環境生活班

ョン  ③弁護士による住宅再建に係る

℡ 0193-42-8713

法律相談

出張就職相談窓口（11月）
ハローワーク釜石と岩手県社会福祉
協議会による出張就職相談窓口を開設
します。

［11月11日のみ］

住まいの復興給付
金事務局による「住まいの復興給付
金」申請相談
［12

月2 日のみ］上閉伊地域復興住
宅協議会「スクラムかみへい住宅（無
駄を省いて住みやすい、地域の力で

■開催日 11 月 8 日（木）

育てる木造住宅）
」についての説明お

11 月 22 日（木）

よび相談

両日とも 13：00 ～ 15：00

レジャーに、仕事に、非常時に、

Honda 発電機

持ち運びに便利なハンディタイプ

￥118,800

法及び心肺蘇生法の知識と技術を学び
ます。
■対 象 地域住民および企業の職員など
■日時

12月12 日（水）
13：30～15：30

■会 場

釜石地区合同庁舎

11

11

面接にて応じます。相談料は無料です。

50 名

■会 場

問 釜石保健所企画管理課（担当 小原）
℡ 0193-25-2702

「からだ測定会」参加者募集
「まだまだ若いねえ」
「いつまでも若
いですね」と言われる自分でいたいも
の。からだ測定会では、筋力やバラン
ス感覚などの『体力』、計算力や判断力
などの『処理力』の測定や、あなたの『個
性』について動物タイプ別診断が受け
11 月 16 日（金）

※事前予約優先

自宅での内職！年齢不問！

岩手県福祉総合相談センター

刺し子さん
刺し子さん
急募! !

自宅での内職！年齢不問！
急募! !
やってみたいという方、ぜひ一度
やってみたいという方、ぜひ一度
ご連絡ください！
ご連絡ください！
大槌復興刺し子プロジェクト
大槌復興刺し子プロジェクト
(認定NP0法人テラ・ルネッサンス)
(認定NP0法人テラ・ルネッサンス)

〒028-1121
上閉伊郡大槌町
〒028-1121 上閉伊郡大槌町
小鎚26-122-1 メゾン大谷201
小鎚26-122-1
メゾン大谷201
TEL/FAX: 019-55-5368
TEL/FAX:
019-55-5368

担当：佐々木 静江
担当：佐々木
静江(9:00~16:30)
(9:00~16:30)

■電話相談 019-625-0110
問東
 海林法律事務所
林利哉

大槌町地域包括支援センターでは下

弁護士

東海

イイ歯デーテレホン相談

大槌町地域包括支援センターでは、
趣味活動を通して新しい仲間作りを行

ます。お誘いあわせのうえぜひご参加く

い、楽しみながら介護予防に取り組む

ださい。下記会場のほか、各仮設でも

ことを目的におきらく教室を開催してい

開催しております。開催日程は各仮設

ます。この度、男性限定の「そば打ち教

の掲示板をご覧ください。

室」を開催することとなりました。ご友

■内容

人をお誘いあわせの上、ぜひご参加く

楽らく体操：セラバンドを使用

した体操などを行います。

ださい。

何でも相談：高齢者に関する相談に

■内 容

吉里吉里町営住宅

集会所

11 月 21 日（水）
臼沢寺野ふれあい集会所
末広町町営住宅
■時間

集会所

13：30 ～ 15：00

■協力 いきいき岩手支援財団

■費用

500 円（材料費）

■会 場

大槌町文化交流センターおし

ゃっち 和室
■日程

12 月 8 日（土）

■時間

9：30 ～ 12：00

■申 込

11 月 28 日（水）までに下記

問合せ先にお申込みください。
問 大槌町地域包括支援センター
℡ 0193-42-8716

問 大槌町地域包括支援センター
℡ 0193-42-8716

防災

岩手県保険医協会歯科部会による歯
や口の中の健康に関する無料電話相談
が行われます。下記お問い合わせ先ま
でお気軽にご相談ください。

そば 打ち体 験をしたあとに、

手打ちそばの試食会を行います。

応じます。
■開催日

11 月 28 日（水）

℡ 019-623-9511

おきらく教室
「そば打ち教室」

記の日程で体操教室、相談会を開催し

11 月 19 日（月）

■日時 11月15日（木）13：00～17：00
３階
（盛岡市本町通三丁目 19 番１号）

12 月５日（水）まで

楽らく体操・何でも相談会
（公営住宅・地区集会所）

健幸運動教室
町は、運動習慣を基盤とした健康づ

全国瞬時警報システムの
情報伝達試験について

■実 施日 11 月 8 日（水）

くりの推進のため「健幸運動教室」を

■受付時間

開催します。持ち物は、
運動靴
（室内用）
、

※
の情
国瞬時警報システム（Ｊアラート）

タオルなどです。どなたでもご参加いた

報伝達試験を実施します。

10：00 ～ 19：00

■回答時間 19：00 以降
（受付時間に相談を一旦受け付けた


だけますので、参加を希望する人は、

11 月 21 日（ 水 ）11：00 ごろ、 全

町内に設置している防災行政無線お

後、折り返し協会歯科医師より相談

下記問合せ先までご連絡ください。

よび防災ラジオから、次のように放送

者にお電話します。
）

＜カラダ燃焼教室＞

されます。

■受 付内容

歯あるいはお口に関する

悩みについて何でも
■相 談料

無料（相談受付時の通話料

は相談者負担となります。
）
問 岩手県保険医協会イイ歯デーテレホ
ン相談係

℡ 019-651-7341

■日時 11 月 9 日（金）
18：00 から 1 時間程度
■会 場

大槌町役場多目的会議室（旧

大槌小学校体育館）
＜楽しく笑える運動教室＞
■日時

11 月 14 日（水）

13：30 ～ 15：30

【放送内容】
上りチャイム音
「これは、Ｊアラートのテストです。」
×３
「こちらは、防災大槌広報です。」
下りチャイム音
※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻
撃などの緊急情報を、国から人工衛星

■会 場 おしゃっち

などを通じて瞬時にお伝えするシステム

問 保健福祉課 子育て・健康推進班

です。

℡ 0193-42-8715

問 危機管理室

℡ 0193-42-8781

小 鎚 産 直

10周年感謝祭

販売

新鮮野菜
菓子、もち

マツタケご飯・赤飯
焼き鳥

・豪華クジ引き ・餅まき（2回）
①10:30 ②13:00
9:00〜15:00 ・肉汁のおふるまい
日

つつじの里

15

など幅広い分野の相談に、電話および
秘密を厳守いたします。

■受講料 無料
■申込

高齢者・障がい者その家族、関係者
からの法律・介護・福祉サービス・年金

心肺蘇生法の講習（座学及び

実技）
■定 員

良質な電気をつくる正弦波 インバーター搭載発電機
（税込）
燃料はカセットガスのため一発始動
非常時にあなたを
サポートします
大槌町末広町 14‑8 ☎0193‑42‑2396

つつじ
の里

４階大会

議室

時間

境田自転車商会
（エネポ）

高齢者・障がい者
なんでも110 番のご案内

時、14 時、15 時のいずれか希望の

あなたの街のあなたのお店

EU9iGB

℡ 0193-25-2718

■受付時間 10 時、11 時、12 時、13

【岩手県社会福祉協議会】

問 沿岸広域振興局 産業振興室

AED（自動対外式除細動器）の使用方

■開催日

℡ 0193-42-8718

大槌町役場３階小会議室２

無料

かつ適切に、救命 措 置が できるよう、

られます。

問 コミュニティ総合支援室

【ハローワーク釜石】

■参加料

心肺停止状態となった場合に、円滑

■内 容

［両日とも］

①住宅の新築などに係る

■日時 11 月 20 日（火）

■会 場

事前申込みは不要です。

■内容

人権相談

■時間

岩手県居住支援協議会では、被災者

■時 間

■対 象 おおむね 50 ～ 74 歳の人

心肺蘇生法講習会

向けの住宅再建 相談会を開催します。

■会 場

問 総務課 総務班 ℡ 0193-42-8710

■会 場

タウンホール

住宅再建相談会
（11 月、12 月）

■開催日

約１時間

■会 場 イオンタウン釜石２階 イオン

℡ 0193-42-8725

行政相談

■会 場

■所要時間

健康

広報おおつち 2018.11

上閉伊郡大槌町小鎚 12‑62

・道又新聞店

新聞配達員さん募集
お申し込み
お問い合わせは

お試し頂いても、その後の契約義務はありません。

㈲ 道 又 商 事 ☎ 0120‑42‑5691
OTSUCHI TOWN
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