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　本村に移住を希望する人からの
問い合わせが、全国各地から相次
いでいます。住居として使用して
いない家屋などのうち、賃貸借や
売買が可能な物件の情報をお寄せ
ください。寄せられた情報は「空
き屋バンク」に登録し、移住・定
住希望者などへ紹介するために利
用させていただきます。
◆ 申し込み・問い合わせ先…政策

推進課（☎34-2111　内線62）

「空き屋バンク」に登録を

　９月30日は国民健康保険税４期
の納期限です。期限を守り、忘れ
ずに納めてください。口座振替を
利用している人は、預貯金残高を
確認してください。
◆ 問い合わせ先…税務課（☎ 34-

2112　内線33）

納税の期限を忘れずに

● その他のお知らせ ●

　下記地区を対象に、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
る人は９月21日㈫までに電話で申
し込んでください。なお、申し込
まれた物以外は収集しませんので
注意してください。
◆収集日…９月25日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明
　戸、羅賀、島越、切牛、真木沢
◆ 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

◆ 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

◆ 申し込み・問い合わせ先…生活
福祉課（☎34-2114　内線21）

粗大ごみを収集します

　村は、地震や津波などの災害か
ら大切な生命を守る方法を学ぶた
め、総合防災訓練を実施します。
◆日時…９月26日㈰
　　　　午前８時～ 11時30分
◆主会場…田野畑中学校
◆ 主な内容…津波避難訓練（沿

岸部8：00～）、火災防御訓練（中
学校 8：50～9：10）、県防災ヘリコ
プター展示（中学校9:10～9:40）、
初期消火訓練（中学校9：40～9：

50）、心肺蘇
そ

生
せ い

法訓練（中学校
10：00～）

◆ 問い合わせ先…総務課（☎ 34-

2111　内線12）

総合防災訓練に参加を

　地デジの準備、
お済みですか？　

　平成23年７月24日、地上ア
ナログ放送が終了し、地上デ
ジタル放送に移行します。放
送終了まで約10カ月。地デジ
放送を見るためには、地デジ
チューナーやチューナー内蔵
テレビなどが必要です。早め
の準備を心掛けましょう。分
からないことや困っているこ
とは問い合わせてください。
◆ 問い合わせ先…政策推進課
（☎ 34-2111　内線 63）、また
はデジサポ岩手（☎ 0570-

07-0101）

サンマッシュで社員募集
　㈱サンマッシュ田野畑では、菌
床シイタケ栽培に関心・熱意があ
る社員を募集します。
◆ 募集人数…フルタイムパート社

員、パート社員、アルバイト社
員　５人程度

◆ 業務内容…菌床の製造、シイタ
ケの収穫やパック詰めなど

◆ 給与など…時給650円～、交通
費支給、各種保険（雇用・労災・
健康・厚生）、有給休暇

◆ 勤務時間…① 8:00～17:00

　② 9:00～16:00　③ 9:00～15:00

　※その他の時間帯は応相談
◆ 休日…１カ月８～９日（ロー

テーション制、年間108日、夏
季休暇、年末年始休暇）

◆ 応募方法…履歴書（写真付き）を
郵送または持参してください

◆採用試験日…９月25日㈯
◆選考方法…面接、適性試験
◆申込期限…９月23日㈭
◆ 応募・問い合わせ先…㈱サン

マッシュ田野畑（〒028-8404 田
野畑村松前沢 54-8 ☎ 37-3570）

職業相談コーナー開設中
　ハローワーク宮古では、田野畑・
岩泉の皆さんを対象に、地域職業
相談コーナーを開設しています。
◆ 日時…毎月第２・４火曜日
　　　　午前10時 30分～午後３時
◆ 場所…岩泉町役場分庁舎
◆ 内容…①職業相談、②雇用情報

の提供など
◆ 問い合わせ先…ハローワーク宮

古（☎ 0193-63-8609）



役立ちカレンダー　 期間：９月25日㈯～９月30日㈭

月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

９月25日 ㈯ 粗大ごみ収集日
北山、机、池名、明戸、羅
賀、島越、切牛、真木沢

生活福祉課（内線21）

26日 ㈰ 総合防災訓練 田野畑中学校ほか 18：00～11：30 総務課（内線12）

27日 ㈪ 定期健康相談 保健センター 10：00～11：30 健康推進課

30日 ㈭
国保税４期納期限 税務課（内線33）

介護保険料４期・後期高齢者医療保険料
３期納期限

生活福祉課（内線22・24）

役場☎34-2111 ／総務学校教育課・社会教育課☎34-2226／診療所☎33-3101／健康推進課☎33-3102

中高生に薦める１冊募集
　岩手県では、ブックリスト「い
わての中高生のためのお薦め図書
100選（仮称）」を作成して県内す
べての中高生に配布予定です。こ
のブックリストに掲載する中高生
に読んでほしい「お薦めの一冊」を
皆さんから募集しています。
◆ 応募内容…お薦めの一冊（作品

名）、作者名、出版社（者）、お
薦めの一言（字数制限などはあ
りません）

◆ 応募方法…郵送、持参、FAX、
電子メール（MS-Wordまたはテキ

スト形式）のいずれかで応募し
てください。連絡先（氏名、年齢、
住所、電話番号、FAX 番号、メー
ルアドレスなど）を忘れずに記
入してください

◆応募期限…９月30日㈭
◆ 応募・問い合わせ先…県教育

委員会生涯学習文化課・生涯学
習 担 当（〒020-8570 盛岡市内丸
10-1 県庁10階　☎019-629-6176、

FAX 019-629-6179、 電子メール 
iwate.osusume.book@gmail.com）

マレットゴルフ教室を開催
　村シルバー人材センターでは、
マレットゴルフ教室（初級コース）
を開催します。初心者や興味のあ
る人、さらなるレベルアップを目
指す人など、どなたでも参加でき
ます。丁寧に指導しますのでお気
軽に参加してください。
◆日時…９月27日㈪
　　　　午前10時～正午
◆場所…村マレットゴルフ場
◆ 参加料…利用料400円、用具代
100円

◆申込期限…９月24日㈮午後５時
◆ 申し込み・問い合わせ先…村シ

ルバー人材センター（☎33-2816）

民泊体験の研修会を開催
　体験村・たのはたでは、子ども
の民泊体験に協力いただいている
皆さんや協力を予定・検討してい
る皆さんを対象に研修会を開催し
ます。不安や課題、接し方など安
全な受入れについて学べる機会で
すので、気軽に参加してください。
◆日時…10月５日㈫
　　　　午後１時～４時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆ 講師…藤澤安良さん（体験旅行

企画代表）
◆申込期限…10月３日㈰
◆ その他…会場までの往復交通手

段が確保できない人は事務局
で送迎します

◆ 申し込み・問い合わせ先…体験
村・たのはた教育旅行受入協議
会（☎37-1211）

商業・法人登記は盛岡に
　盛岡地方法務局宮古支局で行っ
ていた「商業・法人登記事務」は、
９月27日㈪から盛岡地方法務局登
記部門で取り扱います。なお、登
記事項証明書や印鑑証明書などは
宮古支局でも取り扱います。
◆ 問い合わせ先…盛岡地方法務局

宮古支局（☎0193-62-2377）、 ま
たは盛岡地方法務局登記部門

（☎019-624-9851）

家庭力学ぶ講演会を開催
　読書ボランティアグループ「ぐ
るんぱ」では、子どものしつけや
読書の大切さなど、賢い子どもを
育てる家庭力を学ぶ講演会を開催
します。貴重なお話が聞ける絶好
の機会です。皆さんの参加をお待
ちしています。
◆日時…10月12日㈫
　　　　午前10時～正午
◆場所…アズビィ楽習センター
◆ 講師…岩手大学教育学部
　　　　藤井知弘教授
◆ 問い合わせ先…読書ボランティ

アグループ「ぐるんぱ」（☎
090-1939-7170鍬形）または、社
会教育課（☎34-2226）

　シルバー人材センターでは、介
護員養成（ヘルパー２級）研修を
開催します。
◆募集人数…15人
　※定員になり次第締め切ります
◆ 応募要件…介護施設などでの就

労を希望する村民など
◆ 受講料…12,890円（テキスト代、

保険料）
◆ 受講期間…10月１日㈮～平成23

年１月31日㈪までの130時間
◆受講場所…保健センターなど
◆ 申し込み・問い合わせ先…村シ

ルバー人材センター（☎33-2816）

介護員養成研修を開催

  毎月20日は
  マレットゴルフ場
  無料開放日


