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９月15日号
警察職員（警備船機関士）募集

寿生会で看護師を募集

クラフトかごの作製講習会開催

◆受験資格…平成 27 年４月１日
における年齢が 40 歳以下の人で
船舶職員および小型船舶操縦者法
の海技士４級以上の免許および小
型船舶操縦士２級以上の免許を現
に受けている人
◆採用予定人数…１人
◆申込期限…10 月２日㈮
◆試験日時・場所…10 月 17 日㈯
午前９時～・岩手県警察本部
（盛
岡市）
◆問い合わせ先…岩泉警察署（☎
31-0110）

社会福祉法人寿生会では、次の
とおり看護師を募集しています。
◆職種・人数…看護師・若干名
◆採用期日…随時
◆必要資格…正・准看護師免許お
よび普通自動車運転免許
◆給与…当法人の給与規定による
※昇給年１回
◆加入保険…雇用、労災、健康、厚
生、
退職共済
◆各種手当…扶養、通勤、住宅、賞
与年２回
（６月、
12月）
◆応募方法…詳しくは電話で問い
合わせてください。面接は随
時対応します
◆応募・問い合わせ先…社会福祉
法人寿生会（☎33-3221 担当：
穂高、中机）

教育委員会は、
「わくわくクラ
フトかわいいかごバックを作ろ
う」を開催します。２日間でかわ
いいかごバックが完成します。
◆日時…10 月７日㈬および 10 月
14 日㈬。両日とも午後１時 30
分～３時 30 分
◆場所…アズビィ楽習センター会
議室
◆講師…横田 千穂子 氏
◆対象…村民（18 歳以上）
◆定員…先着 20 名
◆参加費…500 円（材料費含む）
◆応募期限…９月 29 日㈫
◆応募 ･ 問い合わせ先…教育委員
会社会教育班（☎ 34-2226）

東北電力で検針員募集

東北電力では、次のとおり検針
員
（請負契約）
を募集します。
◆職種…電気メーターの検針業務
秋の全国交通安全運動
◆就業場所…検針する場所は田野
９月 21 日㈪～ 30 日㈬の期間、
畑村と岩泉町全域（４人で担当）
◆就業時間…月に 10 ～ 14 日。１ 「早めから、つけるライトで、消
日あたり６～８時間程度
える事故」をスローガンに、秋の
◆応募用件…普通四輪自動車免許
全国交通安全運動が展開されま
を有している概ね40歳以上の人
す。これからの季節は日没が早ま
◆募集人数…１名
り、夕暮れ時から夜間にかけて、
◆報酬など…10 ～ 12 万円／月
（検
歩行中や自転車乗車中の交通事故
針数により変動）
。交通費は報
の発生が懸念されます。ライトの
酬に含まれています。契約は１
早め点灯や反射材の着用を心が
年間で更新有り
け、
交通事故防止に努めましょう。
◆加入保険…請負契約のため無し
◆運動の重点
◆応募期限…10月15日㈭※申し込
①子供と高齢者の交通事故防止
みのあった人から順に面接します
②反射材用品の活用推進と自転車
◆応募方法…電話連絡してくださ
のライト点灯の徹底
い。後日、面接の日時などをお
③シートベルトとチャイルドシー
知らせします
トの正しい着用
◆応募・問い合わせ先…東北電力
④飲酒運転の根絶
宮古営業所・岩瀬張（いわせばり） ◆問い合わせ先…総務課（☎ 34（☎0193-63-6411）
2111 内線 17）

子育て講話・そだちの相談会開催
宮古圏域障がい者福祉推進ネッ
トでは、
「臨床現場から見た現代
の子どもと大人」をテーマにした
講話と個別相談会を開催します。
◆日時・会場…10 月３日㈯
①子育て講話：午前10時30分～
正午・宮古地区合同庁舎（宮古
市五月町 1-20）
②個別相談会：午後１時～３時30
分・はあとふるセンターみやこ
（宮古市緑ヶ丘 2-3）
◆講師…みちのく療育園 川村み
や子医師
◆申込期限…９月 30 日㈬
◆その他…事前の参加申込みが必
要です。託児有り。詳しくは問
い合わせてください。
◆申込み・問い合わせ先…宮古圏
域障がい者福祉推進ネット
( ☎ 0193-64-7878)

内陸部の粗大ゴミを収集

国体マレットゴルフ・プレ大会開催

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、９月28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…10 月３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
※各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）

希望郷いわて国体デモンスト
レーショスポーツ競技マレットゴ
ルフプレ大会の参加者を募集します。
◆開催日時…10 月 11 日㈰
小中学生の部受付 午前８時～
一般の部 受付 午前 11 時～
◆開催場所…村マレットゴルフ場
◆参加資格…原則、県内に居住し
ている人
◆参加料…１人 1,000 円 ( 小中
学生の部は無料 )
◆表彰…男女別に上位 6 位まで表
彰 ( 小中学生の部の表彰は無 )
◆その他…参加者全員に、大会参
加記念賞を差し上げます
◆申込期限…９月 25 日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎ 34-2226）
動物愛護フェスティバル開催
◆日時…９月 27 日㈰
午前９時 30 分～正午
◆場所…宮古地区合同庁舎駐車場
（宮古市五月町１-20）
◆内容…犬猫慰霊祭、ワンワン
運動会、犬猫譲渡会、動物健
康・飼育相談など

役立ちカレンダー
月 日

行

事

アズビィ健康スポーツ教室

９月16日㈬ 「バドミントン教室」
（30 日も開催）

所

アズビィ体育館
沼袋農村環境改善センター

17日㈭ 下閉伊北部地区小学校陸上記録会

ふれあいらんど岩泉

17日㈭

浜岩泉農業会館

羅賀コミュニティセンター
北山地区総合センター
18日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「キッズスポーツ」 田野畑小学校体育館
18日㈮ アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」 アズビィ体育館
21日㈪ 村長杯マレットゴルフ大会
村マレットゴルフ場
18日㈮

24日㈭
25日㈮

特定健診等各種がん検診

消費税率引上げの影響を緩和す
るため、暫定的・臨時的な措置と
して、一定の条件を満たす方を対
象に、
「臨時福祉給付金」を支給
します。
支給対象となる可能性のある人
には、８月上旬に申請書をお送り
しています。
申請受付は 11 月４日㈬まで
（必
着）となっていますので、お早め
に申請してください。
臨時福祉給付金について、詳し
くは広報たのはた８月号の９ペー
ジをご覧ください。
本給付金は、消費税率引上げ
による、平成 27 年 10 月から平
成 28 年９月までの１年分の負担
増に相当する金額であるため、10
月以降の支給となります。
申請いただいても審査の結果、
支給対象とならない場合がありま
すので、ご了承ください。
◆問い合わせ先…保健福祉課
（☎ 33-3102 内線 52）
臨時給付金啓発キャラクター

     カクニンジャ

期間：９月16日㈬～９月30日㈬
場

16日㈬ 特定健診等各種がん検診

特定健診等各種がん検診

臨時給付金の申請はお早めに

アズビィホール

時 間
20：00 ～ 21：00

問い合わせ先
教育委員会 (内線22）

保健福祉課
9：30 ～ 11：00
13：00 ～ 14：30 （☎33-3102内線55）
   9：30 ～ 15：00 田野畑小学校
（☎34-2050）
   9：30 ～ 11：00 保健福祉課
13：00 ～ 14：30 （☎33-3102内線55）
   9：30 ～ 11：00 保健福祉課
（☎33-3102内線55）
13：30 ～ 14：30 保健福祉課
（☎33-3102内線55）
16：00 ～ 17：00 教育委員会 (内線22）
19：00 ～ 21：00 教育委員会 (内線22）
  8：30 ～ 13：30 マレットゴルフ協会
（☎33-2456）
   9：30 ～ 11：00 保健福祉課
13：00 ～ 14：30 （☎33-3102内線55）

25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
26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
27日㈰ 総合防災訓練
田野畑中学校

18：30 ～ 20：30
10：00 ～ 12：00
   8：00 ～ 11：30

教育委員会 (内線22）
教育委員会 (内線22）
総務課
（内線16）

28日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」
アズビィ体育館
29日㈫ 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

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線22）

17：00 ～ 19：00

教育委員会 (内線22）

29日㈫ 巡回健康相談
旧島越児童館
アズビィ健康スポーツ教室
30日㈬
「バドミントン教室」 アズビィ体育館
国民健康保険税４期 納期限
30日㈬
後期高齢者医療保険料３期 介護保険料４期 納期限

10：00 ～ 11：30
20：00 ～ 21：00

保健福祉課
（☎33-3102内線55）
教育委員会 (内線22）
税務会計課
（内線32）
生活環境課
（内線21）

アズビィ健康スポーツ教室

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

