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３月13日号

火災非常事態宣言発令中３月
　25日まで

◆募集職種…保育士（正職員）
◆募集人数…１人
◆勤務内容…放課後児童クラブ
　の支援員
◆勤務場所…たのはた放課後児
　童クラブ（アズビィホール）
◆�応募用件…保育士資格を有し
４月から勤務できる人。普通
自動車免許を有する人
◆�勤務時間…月～土曜日の午前
７時30分～午後７時の間の８

時間（時間、休日はシフト制）
◆応募期限…３月 20日㈮
◆応募方法…履歴書（写真付き）、
　保育士証の写しを提出してくだ
　さい（郵送可）。後日、面接の   

　日時などをお知らせします
◆応募・問い合わせ先…村社会
　福祉協議会（〒 028-8407田野
　畑村田野畑 120-1☎ 33-3025）

社協で保育士を募集

　村診療所は、土曜日診療を午前
中のみ実施していますが、都合に
より４月から中止します。
　４月からの診療日、診察時間は
は次のとおりです。
◆診療日…月～金曜日。ただし水
　曜日の午後、土・日・祝祭日、
　年末年始などは休診
◆診療時間…午前９時～正午、午
　後２時 30分～５時 30分（受付：
　午前８時 30分～ 11時 30分、
　午後２時から４時 30分）
◆問い合わせ先…村診療所
　　　　　　　　（☎ 33-3101）

診療所が土曜診療を中止

　ホテル羅賀荘では、次のとおり
従業員（契約社員・パート）を募
集します。
◆�職種…夜の後片付け業務（午後
７時～午前０時頃）、食器洗い
業務（午前９時～正午）
◆�人数…各業務とも若干名。年齢
不問です
◆�給与・勤務時間など…当社の規
定による
◆�加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆応募期限…４月30日㈭
◆�応募方法…電話連絡のうえ、履
歴書（写真付き）を提出してくだ
さい。後日、面接の日時などを
お知らせします
◆�応募・問い合わせ先…㈱陸中た
のはた総務課（〒028-8403　田野
畑村羅賀60-1　☎33-2611）

ホテル羅賀荘で従業員募集

　宮古市陸上競技協会では、宮
古地区陸上競技審判講習会を開
催します。競技経験の有無は問
わず、初心者でも大歓迎です。
◆日時…４月４日㈯午後１時～
　４時
◆場所…宮古市民総合体育館ス
　ポーツフォーラム棟大会議室
　（宮古市小山田）
◆対象…陸上競技に興味のある人
◆受講料…1,000円
◆申し込み・問い合わせ先…宮
　古市陸上競技協会事務局・中
　島（☎ 080-1698-7391）

陸上競技審判講習会を開催

◆募集人数…１人
◆勤務内容…被災者の支援、各種
　相談、サロンの運営支援など
◆勤務場所…村社会福祉協議会
◆勤務時間…平日午前８時 30分
　～午後５時 30分

社協で臨時職員を募集

◆給与など…当会の規定による
◆任用期間…４月１日㈬～平成 28

　年３月 31日㈭
◆応募要件…普通自動車免許を有
　する人。①はパソコン操作がで
　きる人や福祉・介護などの有資
　格者を優先
◆応募期限…３月 20日㈮
◆応募方法…履歴書（写真付き）
　を提出してください（郵送可）。
　後日、面接の日時などをお知ら
　せします
◆応募・問い合わせ先…村社会
　福祉協議会（〒 028-8407田野
　畑村田野畑 120-1☎ 33-3025）

◆募集人数…３人
◆勤務内容…放課後児童クラブで
　の支援員の補助
◆勤務場所…たのはた放課後児童
　クラブ（アズビィホール）
◆勤務時間…月～土曜日の午前７

　時30分～午後７時の間の８時 

　間（時間、休日はシフト制）

◆募集人数…２人
◆勤務内容…一人暮らし高齢者世
　帯などの見守り、サロンの運営
　支援など
◆勤務場所…村社会福祉協議会
◆勤務時間…平日午前８時 30分
　～午後５時 30分

①生活支援相談員

②シルバーサポーター

③放課後児童クラブ補助員

共通事項

★☆　村民一人一人が火災予防に努めましょう　☆★



役立ちカレンダー　 期間：３月16日㈪～３月24日㈫　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

３月16日㈪
アズビィ健康スポーツ教室「卓球教室」 アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）

アズビィ健康スポーツ教室「ソフトバレー教室」アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）

17日㈫ たのはた児童館卒園式 たのはた児童館 ９：00～10：00 たのはた児童館
（☎34-2331）

18日㈬

アズビィ健康スポーツ教室
「バトミントン教室」 アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）

はまなす号（はまぎく、たんぽぽコース）机、北山、大芦、切牛 ９：40～11：45 教育委員会�（内線22）

乳児健診 健診センター 13：00～15：30 保健福祉課（内線54）

19日㈭
はまなす号（おきなぐさコース） 尾肝要、甲地 ９：40～11：45 教育委員会�（内線22）

あすからのくらし相談会 保健センター 13：00～15：00 保健福祉課（内線50）

20日㈮
アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会�(内線22）

田野畑小学校卒業式 小学校体育館 10：40～11：30 田野畑小学校
（☎34-2050）

21日㈯ 若桐保育園卒園式 若桐保育園 10：00～12：00 若桐保育園
（☎37-3577）

24日㈫ 巡回健康相談 西和野自治会館 10：00～11：30 保健福祉課（内線55）
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102

　村は、小中高校生の医療費の自
己負担分を助成しています。
◆対象…小学生、中学生、高校生
◆助成期間…就学時から18歳に
　達した年度の３月 31日まで
◆対象医療機関…保険医療機関お
　よび保険薬局
◆給付の方法…医療機関の窓口で
　医療費の自己負担分を支払った
　後、役場に申請
◆申請方法…医療費（一部負担金）
　の領収書、受給者証、申請用紙
　を毎月月末までに役場に持参。
　１カ月ごとに申請してください。
　初めての申請時には健康保険証、
　金融機関の通帳（保護者名義の
　もの）、印鑑、高校生の場合は
　在学証明書も必要です
◆申し込み・問い合わせ先…生活
　環境課（☎ 34-2114 内線 25）

小中高校生の医療費を助成

　東北財務局盛岡財務事務所では、
「多重債務無料相談窓口」を開設し、
借金を抱えて悩んでいる人からの
相談を無料で受け付けています。
◆日時…月～金曜日の午前８時 30

　分～午後４時30分
◆場所…盛岡合同庁舎４階（盛岡
　市内丸７-25）
◆相談専用電話…☎019-622-1637

多重債務で困ったら相談を

　固定資産税の課税の基になって
いる「固定資産税課税（補充）台帳」
を縦覧します。
　土地売買や家屋を取り壊した場
合に、台帳の内容が訂正されてい
ないと、誤って課税されることが
ありますので確認をお願いします。
◆縦覧期間・時間…４月１日㈬～
　30日㈭・午前９時～午後５時
　※土、日、祝祭日は除く
◆�場所…役場 税務会計課
◆�問い合わせ先…税務会計課（☎
34-2112）

固定資産税の課税台帳を縦覧

　県立宮古高等技術専門校では、
コミュニケーション傾聴のセミ
ナーを開催します。
◆対象者…在職者で、コミュニケー
　ション力を高めたい人、職場や
　の対人関係などを改善したい人
◆�日時…４月23日㈭～24日㈮　午
前９時～午後４時
◆�場所…県立宮古高等技術専門校
◆受講料…無料
◆申し込み方法…受講申込書をメー
　ル、ＦＡＸなどで提出
◆�申し込み・問い合わせ先…岩
手県立宮古高等技術専門校（☎
0193-62-5606　FAX0193-64-6596）
Email：CD0006@pref.iwate.jp

能力開発セミナーを開催

宮古保健所では、ストレスや不眠など
でお悩みの人、自死遺族などの相談に
応じています。
◆�日時…４月９日㈭�午前10時～正午
◆�場所…宮古地区合同庁舎１階�
◆事前予約…前日までに電話予約
◆�問い合わせ先…宮古保健所保健課（☎
0193-64-2188��内線236）

◆入札物件…小型動力ポンプ積載
　車 (車両のみ )３台
◆車名、排気量等
　①車名…トヨタ・ハイラックス
　②形状…消防車
　③排気量…1,990CC

  ④乗車定員…６人
　⑤年式…昭和 63年３月
　⑥走行距離
　　・車両Ａ　19,649㎞
　　・車両Ｂ　10,801㎞
　　・車両Ｃ　18,594㎞
　⑦車検有効期間の満了日
　　・車両Ａ 平成28年３月30日
　　・車両Ｂ 平成28年３月17日
　　・車両Ｃ 平成28年４月１日
◆入札方法…入札参加希望者は、
　３月 20日㈮までに総務課に連
　絡して、「売払仕様書」を受領
　してください
◆問い合わせ先…総務課（☎ 34-

　2111　内線 66）

消防車両を売り払います


