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● 村からのお知らせ ●

臨時職員を募集します
【保健医療センター】　ポリオ(小

児まひ)は、頭痛や嘔
おう

吐
と

、まひが

起こり、一部の人には後遺症が残

る場合がある病気です。外国では

まだ流行している地域があり、日

本に入ってくる可能性もあります

ので、ワクチンを飲んでおくよう

にしましょう。

◆対象者…

　①１回目…生後３カ月から１歳

　　６カ月まで

　②２回目…１回目終了後６週間

　　が過ぎてから７歳６カ月まで

◆接種日…4月 8日 (水 )　午後

1時15分～1時30分 (受付)

◆場所…診療所

◆その他…予約は必要ありません

◆問い合わせ先…保健医療センタ

ー(☎33-3102)

ポリオ予防接種を行います

　総務課　一般事務　1人

◆勤務場所…田野畑村役場

◆応募要件…パソコン(ワード、

エクセルなど)操作ができる人

※障がい者手帳などを持って

　いる人を優先して採用予定

◆業務内容…事務補助など

◆勤務日時…平日の午前8時 30

分～午後5時30分

◆任用期間…平成21年 4月 1日

～8月31日

◆給与など…村の規定による

◆問い合わせ先…総務課(☎ 34-

2111　内線11)

　教育委員会　学校支援員　1人

◆勤務場所…浜岩泉小学校

◆応募要件…学校教育に関心、意

欲のある人

◆勤務日時…児童登校日(年間

200 日程度 )の午前 8時 10分

～午後4時55分

◆任用期間…平成21年 4月 3日

～平成22年 3月 19日

◆給与など…村の規定による

◆問い合わせ先…教育委員会(☎

34-2226)

　給食センター　調理員　1人

◆勤務場所…学校給食センター

◆応募要件…調理師免許取得者、

または調理業務従事経験者

◆勤務日時…平日の午前8時～午

後5時

◆任用期間…平成21年 4月 1日

～7月31日

◆給与など…村の規定による

◆問い合わせ先…給食センター

　(☎34-2902)

　中学校寄宿舎　一般事務　1人

◆勤務場所…中学校寄宿舎

◆応募要件…パソコン(ワード、

エクセルなど)操作のできる人

◆業務内容…記念誌編集など、閉

寮に伴う事務

◆勤務日時…平日の午前8時 30

分～午後5時30分

◆任用期間…平成21年 4月 1日

～9月30日

◆給与など…村の規定による

◆問い合わせ先…中学校寄宿舎

　(☎34-2001)

　応募方法など(共通事項)

◆応募方法…履歴書(写真付き)

と健康診断書の写しを提出し

てください。後日、応募者に面

接の日時と場所をお知らせし

ます。なお、総務課一般事務を

希望する人で障がい者手帳な

どを持っている人は、その写し

も併せて提出してください

◆応募期限…3月 25日 (水 )

◆応募先…総務課(〒028-8407　

田野畑村田野畑143-1　☎ 34-

2111　内線11)

 

 交通事故件数（2月28日現在）
　【総務課】　村内の交通事故件数をお知らせします。

区分

年別

人身事故 物損事故

（件） 死者数（人） 傷者数（人） （件）

2月 累計 2月 累計 2月 累計 2月 累計

平成21年 0 0 0 0 0 0 0 2

平成20年 0 0 0 0 0 0 6 6

増減数 0 0 0 0 0 0 -6 -4

送別会、歓迎会の季節です。「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」

火の取り扱いに注意を
　これからの季節は、季節風

が強く空気が乾燥し、火災の

起こりやすい気象状態が続き

ます。火の取り扱いには十分

注意して、火災のない田野畑

村にしましょう。

2009

3月 18日号



役立ちカレンダー　 期間：3月22日（日）～4月8日（水）

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

3月22日 日
定額給付金、子育て応援特別手当の給付 各公民館など

9：00～　　　 生活福祉課（内線22）

4月　6日 月 沼袋小、机小、浜岩泉小、島越小入学式 各小学校体育館 10：00～　　　 各小学校

7日 火 中学校入学式 中学校体育館 10：00～　　　 田野畑中学校(☎34-2301)

8日 水 田野畑小、羅賀小入学式 各小学校体育館 10：00～　　　 各小学校

役場☎34-2111、教育委員会☎34-2226、診療所☎33-3101、保健医療センター☎33-3102

　村内のスタンプ会加盟店で利用

できる「タノくん共通商品券」を

発売中です。お買い物や贈答用な

どにぜひご利用ください。

◆料金…1枚 500円・21枚セット

で10,000円。(500円のお買い

得)　※ばら売りも可

◆有効期限…発行日より6カ月以

内（商品券の裏面に記載された

有効期限内にご利用ください）

◆加盟店…【菅窪】石橋呉服店、

ファーマシーサファイア【和

野】おおさき、北川食堂、久

慈清呉服店、さかや、関口商

店、ショップまつや、鯛寿し、

タノハタ家具店、田野畑ドラ

イクリーニング、㈲田野畑流

通開発センター、丸美屋商店、

デリステーションむかい【真

木沢】宝集屋【羅賀】汐、中

崎マート、富士屋商店、マル

ワ鮮魚店、㈱陸中たのはた

【北山】平坂商店【島越】グス

コーブドリの会、工藤理容所、

㈲箱石商店、山根商店、山崎
商店、理容鈴木【甲地】ます
や商店

◆購入方法…下記に事前に連絡の
うえ、ご購入ください

◆購入・問い合わせ先…たのはた
村スタンプ会（村商工会内　☎
34-2304）

タノくん商品券のご利用を
　ＮＰＯ法人「体験村・たのはた

ネットワーク」では、新たな体験

プログラム開発やイベント企画、

旅行代理店への営業などを行う職

員を次のとおり募集します。

◆職種・人数…事業推進員・1人

◆応募要件…60歳未満の観光や

自然体験活動などに興味のあ

る人で、普通自動車運転免許を

有し、パソコン(ワープロ、表

計算)操作ができる人

◆勤務時間…午前8時 30分～午

後5時30分　休日は年間90日

のシフト制

◆採用期日…4月 1日 (水 )

◆給与など…当法人の規定による

◆応募期限…3月 27日 (金 )

◆応募方法…履歴書（写真付き）

を下記に提出してください

◆応募・問い合わせ先…ＮＰＯ

法人　体験村・たのはたネ

ットワーク ( 〒 028-8402　田

野畑村北山129-10　北山崎ビジ

ターセンター内　☎37-1211)

体験村･たのはたで職員募集
　村社会福祉協議会では、一人暮

らし高齢者などの見守りや高齢者

の交流の場「はつらつクラブ」の

運営などを行う臨時職員を次のと

おり募集します。

◆職種・人数…シルバーサポーター

(臨時職員)・2人

◆応募要件…60歳未満の福祉に

関心のある人で、普通自動車運

転免許を有する人(パソコンの

操作ができる人やホームヘル

パーなどの有資格者は優遇)

◆勤務時間…平日の午前8時30

分～午後5時30分

◆採用期日…4月 1日 (水 )

◆給与など…当会の規定による

◆応募期限…3月 26日 (木 )

◆応募方法…履歴書(写真付き)

と健康診断書を提出してくださ

い。後日、応募者に面接などの

日時と場所をお知らせします

◆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)

社協で臨時職員を募集

10,000円で10,500円分の商品券
を購入できます(500円お得です）

見 

本

　国民年金保険料の受付窓口（集
合徴収）を開設します。
◆日時…3月 24日 (火 )　午前9

時～午後3時(受付)
◆場所…役場村民談話室
◆対象者…無年金者を除く保険料
未納者

◆その他…年金記録問題について
の相談も受け付けます

◆問い合わせ先…宮古社会保険事
務所（☎0193-62-1963）

国民年金の納付窓口開設

● その他のお知らせ ●

　平成21年度の国民年金保険料

は月額14,660円です。保険料の
納付を「一括して前納」すると割
引があり、「一括前納を口座振替」
にするとさらに割引されます。一
括払いの前納でなくても、月々の
口座振替を早割(当月保険料の当
月末引落)にすると割引されます。
◆申し込み方法…所定の申込用紙
に必要事項(基礎年金番号な
ど)を記入し、金融機関届出
印を押印の上、社会保険事務
所または各金融機関の窓口に
提出してください

◆問い合わせ先…宮古社会保険事
務所（☎0193-62-1963）

一括前納で保険料を割引

村マレットゴルフ場
3月20日(金)
オープンします

(巣合・萩牛・池名・千丈・板橋・尾肝要は各家庭を訪問)
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