
















































 

 交通事故件数（7月31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）

7月 累計 7月 累計 7月 累計 7月 累計

平成21年 0 1 0 0 0 2 3 14

平成20年 0 1 0 0 0 1 3 12

増減数 0 0 0 0 0 1 0 2

● 村からのお知らせ ●

2009

8月 12日号

【保健医療センター】　8 月は机学
区、9 月は沼袋学区の人を対象に
特定健診を実施しますので、忘れ
ずに受診してください。
◆対象者…国民健康保険加入者で

受診券が届いている人
◆健診日…土日は除きます
　机…8月19日( 水 ) ～ 24日( 月 )
　沼袋…9月1日( 火 )～11日( 金 )
◆受付時間…午前 8 時 30 分～ 10

時
◆場所…健診センター
◆申し込み方法…それぞれの対象

学区の人は申し込み不要。それ
以外の人は前日までに申し込み

◆申し込み・問い合わせ先…保健
医療センター（☎ 33-3102）

特定健診を受診しましょう
【政策推進課】　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 64）

「空き屋バンク」に登録を

【保健医療センター】　移動献血車
「まごころ号」で、全血献血を行
いますので、協力をお願いします。
◆期日…8 月 28 日（金）
◆時間・場所…①午前 9 時 30 分～

11時30分・役場②午後1時～2時・
保健センター③午後 2 時 30 分～ 4

時・岩泉高校田野畑校
◆内容…200・400㍉㍑献血
◆問い合わせ先…保健医療セン

ター（☎ 33-3102）

全血献血に協力ください

【教育委員会】　遺跡発掘調査の室
内整理作業員を募集します。
◆募集人数…1 人
◆作業場所…村民俗資料館
◆作業内容…出土品や図面などの

整理作業
◆作業予定期間…9 月上旬ごろか

ら約 3 カ月間　※ただし、月
15 日程度の出勤となります

◆作業時間…午前 8 時 30 分～午
後 5 時 30 分

◆作業賃金…5,720 円（日々雇用）
◆応募方法…氏名、生年月日、住

所、連絡先（電話番号）、パソ
コン操作の可否、製図経験の有
無を記入し、封書またははがき
で申し込んでください
◆応募期限…8 月 20 日（火）
◆その他…応募者が多数の場合は、
面接などにより選考すること
があります
◆応募・問い合わせ先…教育委員

会（〒 028-8407  田野畑村和野
278-1  ☎ 34-2226）

埋蔵文化財整理作業員を募集

次のことに注意しましょう。
●外出はできるだけ控える
●外出時はマスクを着用し、人込

みを避ける
●手洗い、うがいを徹底する
●手洗いはせっけんを使って 15

秒以上行う
●せきやくしゃみをしている人

がいたらマスクを勧める

もし、かかったなと思ったら…
●保健医療センターに電話で問

い合わせをする
●医療機関を受診するときは事

前に連絡をして、受診時間や
入口を確認する

●公共交通機関の利用を避ける
●受診するときはマスクを着用

する

　インフルエンザの症状がある人
の診療を、8月 17日からすべての
医療機関ですることになりました。
　村診療所では、午後 1時から 2

時 30分まで受診できます。受診す
る際は、事前に保健医療センター
（☎33-3102）に相談してください。

これからの季節、 インフルエンザの流行
が心配されます。予防を徹底しましょう！



役立ちカレンダー　 期間：8月15日（土）～9月11日（金）

月　日 曜 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

8月15日 土 第48回村成人式 アズビィホール
ほか 9：00～12：00 教育委員会【公開】

17日 月 出稼ぎ者健康診断 診療所 10：00～11：00 生活福祉課（内線25）

18日 火 幼児健診 健診センター 13：00～15：00 保健医療センター

19日 水 特定健診（机学区）
※土日を除く24日まで

健診センター 8：30～10：00 保健医療センター

21日 金 スポーツ交流会 アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会【公開】

22日 土 明戸ビーチバレーボール大会 明戸浜 8：30～12：00 教育委員会【公開】

23日 日 村民マレットゴルフ大会 マレットゴルフ場 8：30～14：00 教育委員会【公開】

28日 金 全血献血 村役場、田野畑校、
保健センター 9：30～16：00 保健医療センター

30日 日 衆議院議員総選挙 村内各投票所 7：00～18：00 選挙管理委員会（内線91）

31日 月

村県民税2期・国保税3期納期限 税務会計課（内線31・33）

介護保険料3期納期限 生活福祉課（内線27）

9月 1日 火 特定健診（沼袋学区）
※土日を除く11日まで

健診センター 8：30～10：00 保健医療センター

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

● その他のお知らせ ●

　社会福祉法人寿生会では、業務
内容充実のため介護職員（正職員）
を募集しています。福祉に興味の
ある人や高齢者福祉に関する仕事
を希望する人など、気軽に相談し
てください。
◆募集職種…介護職（正職員）
◆募集人数…2 人
◆応募資格…高卒以上
◆必要資格…ヘルパー 2 級以上、

普通自動車運転免許
◆給与…月給制 129,700 円以上
◆加入保健…雇用、労災、健康、

厚生、退職共済
◆手当など…扶養、通勤、住宅、

時間外、賞与。その他、福利厚生・
子育て支援制度
◆応募期限…8 月 28 日（金）
◆応募方法…詳細は下記に問い合

わせてください。また、面接は
随時行います
◆応募・問い合わせ先…社会福

祉法人寿生会（☎ 33-3221）

寿生会が介護職員を募集

　雇用創造推進協議会では、介護
職員基礎研修課程の受講生を募集
します。この研修課程は、介護員
養成研修 1 級課程よりもさらに
専門的な知識・技術を習得できる
もので、資格習得後はさまざまな
介護サービス提供責任者にもなる
ことができます。
◆募集人員…15 人
　※定員になりしだい締め切り
◆応募要件…ヘルパー 2 級の有資格

者で、村内での就労を希望する人
◆受講料…19,710 円（テキスト代、

保険料など）
◆受講期間…9 月 15 日（火）～ 3

月 5 日（金）までの 350 時間
◆受講場所…保健センターなど
◆申し込み・問い合わせ先…田野畑村

シルバー人材センター（☎ 33-2816）

介護員養成研修の受講生募集

村民マレットゴルフ大会
8月 23日（日）　午前 8時 30分～

村民マレットゴルフ大会
たくさんの皆さんの参加と声援をお願いします

　( 財 ) ふるさといわて定住財団
では、首都圏在住のＵ・Ｉターン
希望者などを対象に、就職面接会
を開催します。
◆日時…8 月 23 日（日）　午後 1

時～ 4 時
◆場所…東京交通会館 12 階・ダ

イヤモンドホール（東京都千代
田区有楽町）
◆内容…県内参加企業との個別相

談、就農情報の提供・相談など
◆問い合わせ先…( 財 ) ふるさと

いわて定住財団（☎ 019-653-

8976）

岩手県に就職しませんか

　ぬれた手でコ
ンセントに触れ
るのは危険です。
注意しましょう。

東北電気保安協会
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