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　村は、平成28年度田野畑村職員採用試験を次のとおり実施します。
受験を希望する人は忘れず申し込んでください。
◆職種…一般事務職・３人程度、土木技師・１人程度、保健師・２人程度
◆受験資格
　●一般事務職…昭和51年４月２日から平成６年４月１日までの間に生
　まれた人
　●土木技師…昭和46年４月２日から平成６年４月１日までの間に生ま
　れた人で、高校以上の土木系学部・学科を卒業した人、または土木系業
　務の実務経験５年以上で、土木施工管理技士・監理技術者・技術士いず
　れかの資格を有する人
　●保健師…昭和46年４月２日以降に生まれた人で保健師の資格を有す
　る人
◆一次試験…６月26日㈰ 午前８時30分受け付け・９時試験開始、会場・
　村役場
◆二次試験…７月下旬を予定、会場・村役場
◆受付期間…５月27日㈮までの午前８時30分～午後５時(ただし、土日を
　除きます)　
◆受験手続…申込用紙を提出してください。用紙は役場総務課で配布し
　ています。また、村ホームページからもダウンロードできます。
◆採用予定日…平成28年９月１日以降
◆申し込み・問い合わせ先…村役場総務課(〒028-8407下閉伊郡田野畑
　村田野畑143-１、☎0194-34-2111 内線11)

村職員採用試験を実施します
　内陸部の地区を対象に粗大ごみ
の収集を行います。申し込みの
あった家庭を巡回しますので、希
望する場合は、５月23日㈪まで
に電話で申し込んでください。申
し込みのあった物以外は収集しま
せんので注意してください。
◆収集日…５月 28日㈯
◆対象地区…田野畑、西和野、和 

　野、菅窪、七滝、板橋、沼袋、
　甲地、田代、巣合、尾肝要、萩
　牛、千丈、猿山
　※仮設住宅団地は含みません
◆収集する物…自転車、チャイル
　ドシートなど、指定のごみ袋に
　入らない大きさの物が対象
◆収集数…１世帯当たり３点まで
◆申し込み方法…氏名 (世帯主 )

　と地区名、電話番号、粗大ごみ
　の種類と数量を申し出てくださ
　い。処理量を超えた場合は、早
　めに締め切る場合があります
◆その他…粗大ごみは、収集する
　トラックに積みやすい場所に出
　しておいてください
◆申し込み・問い合わせ先…生活
　環境課（☎ 34-2114 内線 22）

内陸部の粗大ゴミを収集

　村は、熊本地震被害に対する義
援金箱を設置しています。温かい
ご支援をよろしくお願いします。
◆設置場所…①役場本庁②保健セ
ンター③診療所④アズビィ楽
習センター

◆設置期間…６月 17日㈮まで
◆問い合わせ先…総務課 (☎ 34-

2111内線 11)

熊本地震義援金箱を設置

自衛隊岩手駐屯地を公開
◆日時…６月５日㈰ 午前８時 30

　分～午後３時※雨天決行
◆場所…陸上自衛隊岩手駐屯地
　(滝沢市後 268-433)

◆主な行事…記念式典、戦車の体
　験搭乗、岩手駐屯地音楽隊によ
　る音楽演奏、装備品展示、茶道
　教室、子ども広場
◆その他…IGRいわて銀河鉄道滝
　沢駅からシャトルバスを運行し
　ます。自家用車利用の場合は、乗
　り合わせで来場してください。
◆問い合わせ先…陸上自衛隊岩手
　駐屯地司令業務室広報班
　(☎019-688-4311 内線256)

　北山崎シャクナゲ祭り実行委員
会では、第５回北山崎シャクナゲ
祭りを開催します。郷土芸能や地
元企業の出店など、どなたでも楽
しめるイベントとなっています。
◆日時…６月５日㈰ 午前９時 30

　分～ ※小雨決行
◆場所…北山崎園地内
◆内容…シャクナゲの苗木販売、
　大宮神楽、当たり付き餅まき
◆出店…ハックの家、かおりのお
　菓子店、岩手県国際交流機構
◆問い合わせ先…北山崎シャクナ
  ゲ祭り実行委員会 (☎ 37-1211)

北山崎シャクナゲ祭りを開催



役立ちカレンダー　 期間：５月16日(月)～５月31日(火)　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

５月16日㈪ アズビィ健康スポーツ教室
「卓球・ソフトバレー教室」（23、30日も開催） アズビィ体育館 20：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線11）

17日㈫

アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」
（24、31日も開催） アズビィ体育館 18：00 ～ 19：00 教育委員会 (内線11）

クラフトハンド手芸教室
～初心者向け大きいカゴバック作り～（24日も開催） アズビィ楽習センター 10：00 ～ 12：00 教育委員会 (内線11）

18日㈬
アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」

（25日も開催） アズビィ体育館 19：30 ～ 21：00 教育委員会 (内線11）

乳児健診 健診センター 12：30 ～ 15：30 保健福祉課(内線54)

19日㈭ わんぱくランド「えいご体験ＥーＰＯＰ」
 (26日も開催) アズビィ楽習センター 16：00  ～ 17：00 教育委員会 (内線11)

20日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
（27日も開催） アズビィ体育館 19：00  ～ 21：00 教育委員会 (内線11)

22日㈰ 村消防団大演習 田野畑小学校校庭 ８：00  ～  11：45 消防田野畑分署
（☎34-2100）

24日㈫ 精神保健相談 保健センター 13：30  ～ 16：00 保健福祉課(内線52)

27日㈮
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス」 アズビィホール 18：30  ～  20：30 教育委員会 (内線11)
巡回健康相談 沼袋地区公民館(青雲館) 10：00  ～  11：30 保健福祉課(内線52)

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

介護のしごと｢定期出張相談会｣
◆場所・開催日…①ジョブカフェ 

　宮古 (キャトル５階 )、毎週火
　曜日午後１時～３時②フラット
　ピアみやこ、毎月第３木曜日 

　午後１時～３時③総合福祉セン
　ター、平日午前９時～午後５時
　(専用電話で受付)

◆対象…福祉の職場に関心のある
　人、就労を希望する人
◆問い合わせ先…岩手県福祉人材
　センター キャリア支援員・舘
　洞 (☎080-8201-0199)

経済センサス活動調査にご協力ください
　６月１日を基準日として、平成
28年経済センサス活動調査を実
施します。この調査は、全産業分
野における事業所・企業の経済活
動の状況を同一時点で網羅的に把
握する唯一の統計調査として実施
するもので、日本の経済力を知る
ための調査です。
　５月下旬に調査員が紙の調査票
とインターネット回答用の書類を
各事業所や企業を巡回して配布し
ますので、どちらかで回答してく
ださい。記入した内容は法律で守
られ、統計以外の目的で使用され
ることはありませんので、調査へ
のご協力をお願いします。
◆問い合わせ先…総務課（☎ 34-

　2111 内線 14)

「多重債務相談窓口」のご案内

　東北財務局盛岡財務事務所で
は、多重債務でお悩みの人の相談
に応じています。
◆相談専用電話…019-622-1637

◆日時…平日 午前８時30分～午後
　４時30分
◆その他…相談料は無料で秘密は
　厳守されます

警察官の採用試験を実施
　岩手県では、警察官Ａの採用試
験を行います。
◆採用予定人数…男 34人、女８

　人程度
◆採用予定日…平成29年４月１日
◆受験資格…昭和58年４月２日以
　降生まれで①大学既卒者および
　平成29年３月31日までに卒業見
　込みの人②これらの人と同等の
　資格があると人事委員会が認め
　る人
◆試験内容…教養試験・作文試験・
　体力検査
◆申込方法…郵送・持参・電子申請
◆申込期限…６月17日㈮まで
◆問い合わせ先…田野畑駐在所　 

　(☎33-3110)

　村は、村営住宅(定住促進住宅)

の入居者を募集します。
◆募集住宅・規模…羅賀団地 C号
　(羅賀 192-120)木造 56.31㎡（居
　室２室、ダイニングキッチン、
　トイレ、洗面所、浴室）
◆使用料…月額45,000円
◆敷金…月額使用料の３カ月分
　※ 許可日から30日以内に納付
◆入居可能日…５月下旬を予定
◆申込期限…５月 20日㈮
◆ 入居資格…①家賃の支払いが可
能な所得がある人②市町村税の
滞納がないこと③暴力団員でな
いこと④村に住民登録できる人

◆ その他…①連帯保証人が必要で
す②ペットの飼育はできません
③申し込み多数の場合は、抽選
になります④必要書類などは担
当課へ問い合わせてください

◆ 申し込み・問い合わせ先…建設
第二課（☎34-2113 内線400)

村営住宅の入居者を募集
　村スポーツクラブでは、ソフト
バレーボール交流会を開催しま
す。大会のような厳しいルールな
どはなく、幅広い世代が楽しむこ
とが可能ですので、ぜひ交流会に
ご参加ください。
◆日時…６月３日㈮ 午後７時～
　９時
◆場所…アズビィ体育館
◆参加料…1,500円 (１チーム)
◆申込期限…５月25日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…村ス
　ポーツクラブ (☎34-2226)

ソフトバレーボール交流会を開催


