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７月15日号
社会福祉協議会で保育士を募集
村社会福祉協議会では、平成29
年度採用予定の保育士
（正職員）
を
次のとおり募集します。
◆募集人数…１名
◆勤務内容…乳幼児または小学生
児童の保育
◆勤務場所…若桐保育園、地域子
育て支援センター、たのはた児
童館またはたのはた放課後児童
クラブのいずれかに配属予定
◆応募資格…平成29年３月に短大・
専門学校などを卒業予定の人で、
保育士資格を取得見込みの人
（卒
業後３年以内の既卒者の応募も
可）
◆採用期日…平成29年４月１日
◆給与・勤務時間など…当協議会
の規定による
◆応募期限…８月26日㈮
◆応募方法…履歴書（写真付き）
、
資格証の写しまたは資格取得見
込証明書を提出してください(郵
送可)。
後日、試験日時などをお
知らせします
◆応募・問い合わせ先…社会福祉
法人田野畑村社会福祉協議会
（〒
028-8407田野畑村田野畑120-1、
☎33-3025）

ジョブカフェみやこ日曜日休館
ジョブカフェみやこでは、日曜
日を一時休館とします。
◆休館日
７月…24日、
31日
８月…７日、
14日、
21日、
28日
９月…４日、
11日、
18日
◆問い合わせ先…ジョブカフェみ
やこ ( ☎ 0193-64-3513)

出稼ぎ者の健康診断を実施

消防職員の採用試験を実施

村は、出稼ぎ者の健康診断を実
施します。お盆で帰省する人は受
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…午後２時から２時30
分まで(受付時間厳守)
◆対象者…出稼ぎ手帳所持者
ただし、8,920
◆受診料…自己負担。
円までは助成します
◆申込期限…８月10日㈬午後５時
15分まで
◆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(☎0194-34-2114 内線
25)

◆試験日時・場所
１次試験…９月18日㈰午前９時
30分受付、10時試験開始 県立
大学宮古短期大学部
最終試験…10月下旬 宮古市民
総合体育館
◆職種・採用予定人数…初級消防、
５名程度
◆受験資格…①平成３年４月２日
以降に生まれた人で、
高校卒業
以上の学歴を有する人②消防職
員として、職務遂行に必要な身
体、
体力を有し、
健康である人
◆申込期限…８月10日㈬午後５時
15分必着
◆申込用紙の配布…消防本部、各
消防および各分署
◆その他…申込用紙はホームペー
ジからもダウンロードできます
◆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)

岩見ヒサさんをしのぶ会を開催
◆日時…９月７日㈬午前10時30分～
◆場所…ホテル羅賀荘
◆参加費…3,000円
◆申込期限…８月10日㈬
◆申し込み・問い合わせ先…岩見
ヒサさんをしのぶ会 会長畠山
吉郎(☎33-3157)

発達障害学習会を開催
◆日時…８月６日㈯午後２時～４
時
◆場所…シートピアなあど
◆内容…｢てんかんを知る｣をテー
マにした講演など
◆申込期限…８月５日㈮※要申込
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
圏域障がい者福祉推進ネット(☎
0193-64-7878)

第10回ソングオブヘブンを開催
個人ボランティア活動家集団ブ
ルーシートでは、野外音楽祭ソン
グオブヘブンファイナルを開催し
ます。
◆日時…７月15日㈮～18日㈪午前
10時～午後８時※18日㈪のみ午
後９時まで
◆場所…思惟大橋コミュティ公園

８月は電気使用安全月間です
濡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。

梅沢富美男劇団田野畑村特別公演のチケット発売について
10月1日㈯、2 日㈰にアズビィホールで開催される「梅沢富美男劇団」
田野畑村特別公演のチケットを、下記のとおり発売します。
全席指定ですので、良席は早めにお買い求めください。
◆発売日・販売場所
【先行販売】
７月23日㈯午前10時～午後３時、アズビィホール
【一般販売】
７月25日㈪午前10時～、村役場、村商工会、ホテル羅賀荘
※村役場、村商工会は平日のみの販売となります
◆座席数…１公演４００席（車イス席あり）
※車イスご利用の方は事前にお申し出ください
◆チケット代…〔全席指定〕前売券 5,000 円（消費税込み）
当日券 5,500 円（消費税込み）
※チケット購入の枚数制限はありません
※小学生以上有料。未就学児の同伴・入場は不可
※チケット購入時に「タノくん満点カード
（1枚 500
円分）
」
の利用ができます。チケット１枚につき最 ◆日時
10月１日㈯
大10枚まで。チケット購入後の返金はできません
のでご注意ください
（後援：たのはた村スタンプ会） 昼の部…正午～(午前11時30分開場)
夜の部…午後５時～(午後４時30分開場)
◆その他
10月２日㈰
10月２日㈰は、村産業まつりの同日開催を予定しています。
昼の部…正午～(午前11時30分開場)
◆問い合わせ先
◆会場…アズビィホール【全席指定】
梅沢公演事務局（役場復興対策課 ☎ 34-2111 内線 67）

田野畑村特別公演

役立ちカレンダー
月 日
行
事
７月16日㈯ たのはたっ子運動クラブ②
アズビィ健康スポーツ教室「ソフトテニス教室」
19日㈫
（26日、
８月２日も開催）
乳児健診
アズビィ健康スポーツ教室「バドミントン教室」
20日㈬ （27日も開催）
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス」
趣味・教養講座 ｢クラフトバンド手芸教室｣
アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」
22日㈮ （29日も開催）
アズビィ健康スポーツ教室「ピラティス」
アズビィ健康スポーツ教室

期間：７月16日(土)～８月４日(木)
場
所
アズビィホール

時 間
10：00 ～ 12：00

問い合わせ先
教育委員会 (内線11)

アズビィ体育館

18：00 ～ 19：00

教育委員会 (内線11)

健診センター

12：20 ～ 15：30

保健福祉課 (内線53）

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

教育委員会 (内線11）

アズビィホール
アズビィ楽習センター

10：00 ～ 12：00
10：00 ～ 12：00

教育委員会 (内線11）
教育委員会 (内線11）

アズビィ体育館

19：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線11）

アズビィホール

18：30 ～ 20：30

教育委員会 (内線11）

20：00 ～ 21：00

教育委員会 (内線11）

６：30 ～ ８：30

保健福祉課(内線54)

６：30 ～ ８：30

保健福祉課(内線54)

15：00 ～ 16：00

総務課(内線16)

10：00 ～ 12：00

教育委員会(内線11)

25日㈪ 「卓球・ソフトバレー教室」
（８月１日も開催） アズビィ体育館
沼袋農村環境改善セン
28日㈭ 胃がん・大腸がん検診
ター
島越地区コミュニティセ
29日㈮ 胃がん・大腸がん検診
ンター
交通安全キャンペーン
道の駅たのはた駐車場
わんぱくランド
農村環境改善センター
｢守ろう大自然 ~ 川の生きものを調べよう ~｣
８月１日㈪ 固定資産税２期 納期限
国民健康保険税２期 納期限
後期高齢者医療保険料１期 介護保険料２期 納期限
羅賀地区コミュニティセ
２日㈫ 胃がん・大腸がん検診
ンター
①机屯所
３日㈬ 胃がん・大腸がん検診
②浜岩泉農業会館
４日㈭ 胃がん・大腸がん検診
アズビィホール

税務会計課(内線34)
税務会計課(内線31)
生活環境課(内線21)
６：30 ～ ８：30
①６:30 ~ ８:00
②６:30 ~ ８:30
６：30 ～ ８：30

保健福祉課(内線54)
保健福祉課(内線54)
保健福祉課(内線54)

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

