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　平成28年度採用予定の「宮古地
区広域行政組合消防職員」の採用
試験を実施します。
◆職種…初級消防・８人程度
◆�受験資格…平成２年４月２日以
降生まれで高校卒業以上の学歴。
消防職員として職務遂行に必要
な身体、体力を有し健康な人
◆�受験手続き…申込み用紙を提出
してください。用紙は７月15日
㈬から広域行政組合消防本部、
管内の消防署、分署で配布
◆第１次試験…９月20日㈰
◆�申し込み・問い合わせ先…宮古
地区広域行政組合消防本部総
務課職員係（☎0193-71-1193）

消防職員の採用試験実施

　岩手県では、警察官Ｂの採用
試験を行います。
◆採用予定人数…男38人、女６

　人程度
◆採用予定日…平成28年４月１

　日
◆�受験資格…①昭和61年４月２

日から平成10年４月１日まで
に生まれた人。ただし大学を
卒業した人または平成28年３

月31日までに卒業する見込み
の人およびそれと同等の資格
があると人事委員会が認める
人は受験することができません
◆試験内容…教養試験・作文試験
◆申込期限…郵送・持参および
　電子申請ともに７月21日㈫か
　ら８月28日㈮
◆�問い合わせ先…田野畑駐在所
（☎33-3110）

警察官の採用試験を実施

　県では、田野畑・岩泉地区の
復興事業の工事現場などを見学
する「復興の現場見学会」を開
催します。親子での参加も大歓
迎です。参加を希望する人は事
前に申し込んでください。
◆日時…８月４日㈫ 午後12時
　35分～５時頃
◆集合�場所…アズビィ楽習セン
　ター前
◆見学コース…明戸海岸、机番屋
　群、三陸沿岸道路田老岩泉道路、
　茂師漁港（貸切バスで移動）
◆定員…30人（先着順）
◆参加料…無料
◆申し込み・問い合わせ先…宮
　古地域振興センター復興推進
　課（☎ 0193-64-2211）

復興現場見学会参加者募集

　好評につき完売した田野畑村
プレミアム商品券。商品券を購
入した人は、商工会窓口で渡さ
れたアンケート用紙の記入返信
にご協力をお願いします。アン
ケートは、商品券による経済効
果などを把握するための重要な
調査資料となります。
◆問い合わせ先…田野畑村商工
　会（☎ 34-2304） 

商品券アンケートにご協力を

　平成 27年度の危険物取扱者講
習が、宮古市や久慈市など県内各
地で開催されます。受講対象者は、
忘れずに受講してください。
◆会場・開催日…①宮古会場：９

　月３日㈭・宮古地区広域行政組
　合消防本部 ②久慈会場：９月
　８日㈫・久慈市防災センター
◆開催時間…給油取引所の従事　
　者は午前９時から正午、上記以
　外の従事者は午後１時 30分か
　ら４時 30分
◆受付期間…７月 17日㈮～８月
　17日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…岩手
　県危険物安全協会連合会（☎ 019-

　654-3991）または岩手県総務
　部総合防災室防災消防担当（☎
　019-629-5556）

危険物取扱者保安講習を開催

　田野畑村赤十字奉仕団では、地
域での奉仕活動や災害に備えた訓
練など、一緒にボランティア活動
ができる人を募集しています。年
齢性別問いません。ボランティ
アに興味のある人、地域のため
に何かしたいという人はお気軽
にご連絡ください。
◆主な活動…交通安全キャンペー
　ン、防災訓練炊き出し活動、
　歳末助け合いバザー参加など
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
　34-2114　内線 25）

赤十字奉仕団員を募集

　個人ボランティア集団ブルー
シートでは、野外音楽祭ソングオ
ブヘヴンを開催します。全国から
さまざまなアーティストが集ま
り、震災から４年の今こそ歌いた
い歌、届けたい思いを奏でます。
◆日時…７月 24日㈮～ 26日㈰
　午前 10時～午後８時
◆場所…思惟大橋コミュニティ公園
◆ホームページ…http:// bluec

　ondor.net/soh

第９回ソングオブヘヴン開催



役立ちカレンダー　 期間：７月16日㈭～７月31日㈮　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

７月16日㈭ 夏の星座教室（17日㈮も開催） アズビィ楽習センター 19：00～20：00 教育委員会�(内線11）
17日㈮ アズビィ健康スポーツ教室

「フットサル教室」（31日㈮も開催） アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会�(内線22）

18日㈯ たのはたっ子わんぱくランド①
「ロボットとふれあおう！」 アズビィ楽習センター 14：00～16：00 教育委員会�(内線11）

19日㈰ 趣味教養講座「パソコンお悩み相談教室」アズビィ楽習センター 10：00～12：00

22日㈬
アズビィ健康スポーツ教室
「バドミントン教室」（毎週水曜日開催） アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）
乳児健診 健診センター 12：30～15：30 保健福祉課�(内線54）

23日㈭ アズビィ健康スポーツ教室「キッズスポーツ」 アズビィ体育館 16：00～17：00

教育委員会�(内線22）

24日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス教室」 アズビィホール 18：30～20：30
25日㈯ アズビィ健康スポーツ教室「マレットゴルフ教室」村マレットゴルフ場 10：00～12：00

27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
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
アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」アズビィ体育館 17：00～19：00

28日㈫ 友好都市�藤崎町小学生交流事業（30日まで）村内 教育委員会�(内線12）
精神保健相談 保健センター 13：30～15：00

保健福祉課�(内線55）29日㈬ 胃がん・大腸がん検診 沼袋農村環境改善センター ６：30～８：30
30日㈭ 胃がん・大腸がん検診 旧島越駅跡地（６：30～７：30）、黎明台団地集会所（６：30～８：30）

31日㈮
胃がん・大腸がん検診 机屯所（６：30～８：00）、浜岩泉農業会館（６：30～８：30）
固定資産税２期・国民健康保険税２期　納期限 税務会計課（内線32）
介護保険料２期・後期高齢者医療保険料１期　納期限 生活環境課（内線21）

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

　岩手県福祉人材センターでは、
福祉のしごと「就労支援ワンポイ
ントミニ講座」を開催します。面
接時のマナーやポイント、就職後
の実務にも役立つコミュニケー
ションの基本などを学べます。
◆日時…８月１日㈯ 午前 10時
　～午後 12時 30分
◆場所…宮古市総合福祉センター
　２階（宮古市小山田２-９− 20）
◆対象者…福祉の職場に関心のあ
　る人や就労を希望する人
◆問合せ…岩手県福祉人材センター
　キャリア支援員 舘洞（☎ 080-

　8201-0199）

福祉職就労支援講座の開催

　宮古市のＮＰＯ法人レインボー
ネットでは、心の病（統合失調症
やうつ病）の基礎知識と当事者の
抱えている生活のしづらさについ
て学ぶセミナーを開催します。
◆日時…８月９日㈰午前 10時　
　～午後 12時 30分
◆場所…シートピアなあど研修
　ホール
◆参加料…無料
◆講師…小成祐介（宮古山口病院・
　精神科認定看護師）、増川ねて
　る（地域活動支援センターはる
　え野センター長）
◆問い合わせ先…ＮＰＯ法人レイ
　ンボーネット (☎ 0193-64-7878)

地域生活支援セミナー開催
　岩手県では、マイナンバー制度
の円滑な導入を促進するため、事
業者向け説明会を開催します。
◆日時…８月７日㈮午後１時 30

　分～５時 20分
◆場所…岩手県公会堂大ホール
◆参加費…無料
◆申込方法…ＦＡＸまたは電子申
　請※事前申込みが必要です（先
　着順）
◆ＨＰアドレス…http://www.pr

　ef.iwate.jp/seisaku/jouhouka/

　029439.html

◆問い合わせ先…岩手県政策地域
　部情報政策課地域情報化担当　
　（☎ 019-629-5313）

事業者向けマイナンバー説明会
　村は、出稼ぎ者を対象とした健
康診断を行います。お盆で帰省す
る人はぜひ受診してください。
◆日時…８月 17日㈪
◆場所…国保田野畑村診療所
◆受付時間…午前11時～ 11時30分
◆対象者…出稼ぎ手帳所持者
◆受診料…自己負担。ただし 8,920

　円までは助成します
◆申込期限…８月７日㈮
◆その他…当日の申し込みは受け
　付けません
◆申し込み・問い合わせ先…生活
　環境課（☎ 34-2114　内線 25）

出稼ぎ者の健康診断を実施

いわて就職面接会 in 岩手
◆開催日時…８月６日㈭午後 1時～４時 30分
◆会場…岩手産業文化センターアピオ（滝沢市）
◆参加対象者…平成 28年３月卒業予定の大学、短大などの学生
◆参加企業…県内に就業場所があり、正社員の求人を有する優良企業
◆問い合わせ先…公益財団法人ふるさといわて定住財団
　　　　　　　　（☎ 019-653-8976）


