ハチの巣を見かけたら
駆除は土地の所有者で

市内にある産直施設で
レシートラリー実施中

若者のサポートを
自立・就活相談会

市博物館友の会の
会員を募集します

所得税の予定納税
第 1 期分忘れずに

夏から秋にかけ気温が高くなる
と、
ハチの活動が活発になります。
市は、ハチの巣の駆除を行って
いませんので、その土地の所有者
または管理者で対応願います。
なお、業者に依頼した場合の費
用は、依頼者の負担になりますの
で、業者と十分打ち合わせをした
上で駆除を依頼してください。
また、ハチの巣を見かけたら、
次のことに注意してください。
❶巣にむやみに近づいたり、刺
激したりしない、❷匂いの強い
化粧品や香水を控える、❸巣の
近くではジュースや果物などの
甘いものの飲食を避ける、❹服
装は白っぽいものを選び、出来
るだけ肌を露出しない、❺ハチ
が近づいてきた時は、落ち着い
て頭を隠し、低い姿勢を取る
詳しくは、市役所市民課環境衛
生係
（☎・内線1124、1125）
まで。

市内にある産直９施設では、
９月30日㈪まで、
「はちまんたい
産直レシートラリー」
を実施して
います。
■参加方法 市内の産直施設５カ
所のレシートを集める
「農コース」
と３カ所のレシートを集める
「輝
コース」
があります。
※抽選は、
10月12日㈯の「八幡平
山賊まつり」
会場で行います。
詳しくは、八幡平産直連携協議
会事務局
（☎78‑2230）
まで。

もりおか若者サポートステー
ションでは、15歳から39歳まで
の、就業に困難を抱えている若者
や、コミュニケーションに不安を
感じている若者の支援のため、相
談会を行います。
■日時 ７月19日㈮、午前10時
から午後４時まで
（要予約）
■場所 西根地区市民センター
■定員 10人
申し込みなど詳しくは、もりお
か若者サポートステーション
（☎
019‑625‑8460）
まで。

市博物館では、友の会会員を募
集します。
■申込期限 ８月９日㈮
■活動内容 歴史民俗学・自然科
学に関する講演会や研修会、博物
館に関連する事業への協力など
■年会費 一般会員 2,000円、大
学生会員 1,000円
詳しくは、市博物館（☎・内
線 3811）村上まで。

税務署では、所得税の予定納税
が必要な人に、
「予定納税額の通
知書」
を送付しています。
■減額申請期限 ７月 16日㈫
■納付期限 ７月 31日㈬
詳しくは、国税庁ホームページ
（www.nta.go.jp)をご覧ください。

幸せを見つけにＪＡの
婚活イベントへ参加を
ＪＡ新いわてでは、婚活イベン
トを開催します。
■日時 ❶９月７日㈯、午後１時
半から９時まで、❷12月７日㈯、
午後６時から
（両方参加可能な方）
■集合場所 ❶盛岡駅西口
（高速バ
ス乗り場）
※駅からはバスで移動、
❷未定
■対象 ▷男性は、ＪＡ新いわて
管内の青年部員の独身者、農業従
事者、後継者▷女性は、ＪＡ新い
わて管内の独身者
■募集人数 男女とも10人（おお
むね20歳から40歳まで）
■参加費 男性8,000円、女性
5,000円
※２回分合計の費用となります。
■内容 陶芸、交流会など
■申込期限 ７月 31日㈬
詳しくは、ＪＡ新いわて生活福
祉部生活課
（☎019‑699‑3352）
まで。
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怖いツツガムシ病
気を付けましょう
ツツガムシ病は、山林、川原、
田畑などに広く生育するツツガム
シの幼虫に皮膚を刺され、感染し
ます。ご注意ください。
■予防方法 ❶山林などへ行く時
は素肌を露出しない、❷草の上に
寝転ばない、❸上着やタオルなど
を草の上に放置しない、❹帰った
後は入浴し、体を洗う、❺着てい
た服は洗濯する
山林などに行ってから、１週間
前後に発熱、発疹の症状が出た場
合は、医療機関で受診し、訪れた
場所について話をしてください。

最高裁判所の一般職
採用試験を行います
最高裁判所では、一般職試験
（高卒者試験）
を実施します。
■対象官職 裁判所事務官
■受験資格 ４月１日現在、❶高
等学校または学校教育法に基づく
中等教育学校を卒業した日の翌日
から起算して２年を経過していな
い者および26年３月31日までに卒
業見込みの人、❷最高裁判所が❶
に準ずるものと認める人
■受付期間 ７月16日㈫から25
日㈭まで
詳しくは、盛岡地方裁判所事務
局総務課
（☎ 019‑622‑3352）
まで。

自らの命は自分で守る
防災などに関する教室
盛岡地方気象台では、小・中
学生を対象に、
「夏休み青空教室
2013」
を開催します。
■日時 ７月28日㈰、午前10時か
ら午後３時まで
■場所 岩手山焼走り国際交流村
■内容 気象や防災についてのク
イズ、防災指導車による地震体験
詳しくは、盛岡地方気象台
（☎
019‑622‑7869）
まで。

サマージャンボで
まちづくりに一役
ことしのサマージャンボ宝くじ
は、７月10日㈬から８月２日㈮
まで発売されます。
賞金は、１等と前後賞合わせて
５億円です。宝くじの収益金は、
市町村の明るく住みよいまちづく
りに使われます。

外でのレジャーの際は
落雷に注意しましょう
この時期は、気象状況が不安定
で雷が発生しやすい季節です。ゴ
ルフや登山などの際は、雷による
感電事故に気を付けてください。
雷が聞こえたら、まだ遠いなど
と自分で勝手に判断せず、いち早
く安全な場所に避難しましょう。

遊休農地の解消に向け
農業委員が農地を巡回
県農業会議では、農地法が制定
されて60周年を迎えたことしか
ら、毎年７月15日を「農地の日」
と定めました。
市農業委員会でもこの日に合わ
せ、各地区の農業委員が農地パト
ロールなどを行いますので、ご理
解とご協力をお願いします。
詳しくは、市農業委員会事務局
（☎・1282、1283）
まで。

夏の夜をにぎやかに
麗峰苑夏まつり開催
麗峰苑夏まつりを開催します。
■日時 ７月25日㈭、午後５時か
ら８時まで
（雨天決行）
■場所 特別養護老人ホーム麗峰
苑敷地内
（平舘 13‑1‑1）
■内容 さんさ踊り、盆踊りなど
詳しくは、特別養護老人ホーム
麗峰苑
（☎64‑1120）
大町まで。

木地師の作品を集め
企画展を開催します
安比塗漆器工房では、
「木地師
の仕事」
展を開催します。
■期間 ７月20日㈯から８月４日
㈰まで
■内容 木工作品の展示販売など
詳しくは、安比塗漆器工房
（☎
63‑1065）
工藤まで。
放射線などの測定結果について
平成25年５月に測定した空間放
射線量は、下表のとおりです。
詳しくは、市役所市民課環境衛
生係
（☎・内線1124）
まで。
５月放射線量測定結果
測 定
測 定 測 定 線量等量
測定日
地 点
区 分 時 刻率
（µSv/h）
本庁舎
10：30
0.05
松 尾
地上
10：55
0.04
庁 舎 ５月28日
１㍍
安 代
11：30
0.03
庁 舎
（µSv/h ＝マイクロシーベルト毎時）

また、調理した給食の放射性物
質の測定を西根地区学校給食セン
ターで行っています。
その結果、５月30日、６月６日・
13日・20日の測定では、放射性物
質は検出されませんでした。
内容は、
県立平舘高校同窓会で
市ホームページで公開しています。
思い出話に花咲かそう
詳しくは、西根地区学校給食セ
ンター
（☎70‑1117）
まで。
平舘高校同窓会を開催します。
■日時 ７月27日㈯、午後５時
おわびと訂正
■会場 新安比温泉静流閣
（☎72‑
広報はちまんたい６月６日号
2110）
（№174）
13㌻の話題ピックアップ
■会費 5,000円（平成22・23・
で紹介した八幡平ふるさと会・田
24年度卒業生は無料）
村啓造会長の出身地に誤りがあり
■申込期限 ７月16日㈫
ました。おわびして訂正します。
申し込みなど詳しくは、平舘高
誤 大更出身
校同窓会事務局
（☎74‑2610）
まで。 正 平舘出身

今月の表紙

お魚さん大きくなってね

６月４日、
田山保育所の園児18人が、
約2,500匹のヤマメの稚魚を米代川に
放流しました。
米代川漁協が、「川をきれいにする
ことへ興味を持ってほしい」と、稚魚
を提供。園児たちは、
「早く大きくなっ
てね」
「元気でね」
などと声を掛けなが
ら、バケツに入った稚魚を静かに川へ
と送り出しました。

編集後記
田頭小学校の田植え体験を取材しました。
子どもたちの笑顔を撮影しようと意気込ん
で田んぼに入り、シャッターを切っていた
のですが、バランスを崩して転倒、右半身
が泥だらけに。カメラは何とか無事でした
が、写真はほぼ撮れず、今号に掲載できま
せんでした。田頭小の皆さん、申し訳あり
ません。▷その際、田んぼの近くのお宅か
らバスタオルを提供いただきました。本当
にありがとうございました。
（佐々木）
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