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　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、５月 22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…５月 27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
◆�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）

内陸部の粗大ごみを収集 風力発電事業説明会を開催
　田野畑村などで日本風力開発㈱
が計画している風力発電事業に関
して、事業や環境影響評価に係る
調査、予測および評価の手法をと
りまとめた「環境影響評価方法書」
についての説明会を開催します。
　また、方法書を村役場などで縦
覧します。
【説明会】
◆日時…６月３日㈯　午後２時～
◆場所…アズビィ楽習センター
【方法書の縦覧】
◆縦覧場所…役場窓口
◆�期間…５月19日㈮～６月19日㈪
　※ 電子縦覧ホームページ
（http://www.jwd.co.jp/

tanohata）
◆�意見書の受け付け…環境の保全
の見地からの意見がある人は、
意見書に住所、氏名および意
見を記入のうえ、意見書箱に
投函するか郵送してください。
　※ 意見書と意見書箱は縦覧場所
に設置しています

◆提出期限…７月３日㈪
◆�郵送・問い合わせ先…〒 105-

0003　東京都港区西新橋一丁
目４番 14号　日本風力開発㈱
（☎ 03-3519-7481）

　ホテル羅賀荘では、次のとおり
従業員（契約社員・パート）を募
集します。
◆職種…客室清掃員
◆�勤務時間…午前８時 30分～午
後５時 30分（休憩時間１時間
15分）
◆募集人数…若干名（年齢不問）
◆給与など…当社規定による
◆�加入保険…雇用保険、労災保険、
健康保険、厚生年金
◆応募期限…６月 30日㈮
◆�応募方法…電話で連絡してくだ
さい。面接日を調整します
◆�応募・問い合わせ先…㈱陸中た
のはた（☎ 33-2611）

ホテル羅賀荘で従業員を募集

◆�受験資格…４月１日現在の年齢
が 33歳未満の人で、大学を卒
業または卒業見込みの人
◆�採用予定人数…男 36人、女６

人程度（武道採用若干名）
◆申込期限…６月 16日㈮
◆�その他…申し込み方法など詳し
くは、問い合わせてください
◆�問い合わせ先…岩泉警察署（☎
31-0110）

警察官Ａ採用試験を実施

　体験村・たのはたネットワーク
では「春の里山・花めぐりウォー
ク」を開催します。
　やまやまに囲まれたのどかな里
山風景が広がる田代地区。そこに
咲く春の花を見ながらのんびりと
歩きます。
◆日時…５月 27日㈯
　　　　午前 10時～正午
◆�参加費…500円（小学生以下無料）
◆定員…20人
◆集合場所…産直プラザ尾肝要
◆申込期限…５月 25日㈭
◆�持ち物…水筒、雨がっぱ、歩き
やすい靴
◆�その他…ウオーキングの後は、
地元自治会などによる地元特
産品のお振る舞いがあります
◆�申し込み・問い合わせ先…体験
村・たのはたネットワーク（☎
37-1211）

のどかな里山で春の草花観賞

　本年度の労働保険料の申告・納
付期間は、６月１日㈭～７月 10

日㈪となっています。
　期日までに銀行または郵便局で
手続きをお願いします。
◆�問い合わせ先…岩手労働局総
務部労働保険徴収室（☎ 019-

604-3003）

労働保険料の申告・納付は期日までに



役立ちカレンダー　 期間：５月15日（月）～５月31日(水)　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

５月15日㈪ アズビィ健康スポーツ教室
「卓球・ソフトバレー教室」(22日、29日も開催）アズビィ体育館 20：00～21：00

教育委員会（内線11）
16日㈫ アズビィ健康スポーツ教室

「ソフトテニス教室」(23日、30日も開催 ) アズビィ体育館 18：00～19：00

17日㈬
乳児健診 健診センター 12：20～15：30 保健福祉課（内線53）
アズビィ健康スポーツ教室
「バドミントン教室」(24日、31日も開催） アズビィ体育館 19：30～21：00

教育委員会（内線11）
19日㈮ アズビィ健康スポーツ教室

「フットサル教室」(26日も開催 ) アズビィ体育館 19：00～21：00

20日㈯ 田野畑小学校運動会 小学校グラウンド ８:50�～�14:30 田野畑小学校
（☎34-2050）

23日㈫ 精神保健相談 保健センター 13：30～15：00 保健福祉課（内線52）

25日㈭ 家庭教育学級
「簡単☆おしゃれなベジスイーツ教室」 アズビィ調理室 10：00～�正午

教育委員会（内線11）26日㈮ アズビィ健康スポーツ教室
「ピラティス教室」 アズビィ楽習センター 18：30～20：00

27日㈯ たのはたっ子運動クラブ「転がる教室」 アズビィ体育館 10：00～11：00
28日㈰ 村消防団大演習 中学校グラウンドほか ７:40�～�正午 総務課（内線16）

29日㈪ 趣味・教養講座
「春のほしぞら観察会」（30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）

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

◆日時…６月２日㈮
　午前 11時～午後４時 30分
◆�場所…岩手産業文化センターア
ピオ（滝沢市）
◆�対象者…①平成 30年３月卒業・
終了予定の大学院、大学、短大、
高専、専修・専門学生②既卒者
（第二新卒を含む）③一般求職者
◆�内容…参加企業との面談、ハ
ローワーク・ジョブカフェい
わてによる就職相談など
◆その他…予約、履歴書不要
◆�問い合わせ先…ふるさといわて
定住財団（☎ 019-653-8976）

いわて就職面接会を開催
　認知症カフェは、認知症の正し
い知識を学んだり、お茶を飲みな
がら自由におしゃべりをして楽し
く過ごせる場所です。
◆日時…５月 26日㈮
　　　　午後１時 30分～３時
◆�場所…寿生苑
◆�内容…認知症に関するミニ講話
など
◆対象者…認知症に関心のある人
◆参加費…100円
◆�その他…認知症や介護の相談に
専門員が応じます
◆�問い合わせ先…村地域包括支援
センター（☎ 32-3013）

認知症カフェを開催します
　宮古農業改良普及センターでは、
宮古地方の岩手県食の匠（たくみ）
認定料理やその技を一般消費者に
広く周知することを目的に、宮古
地方「食の匠の技」公開講座を開
催します。
◆日時…６月７日㈬
　午前10時30分～午後１時30分
◆場所…アズビィホール
◆�講師（実演料理）…①畠山久代
（かじかみそ）②早野昌子（ど
んこなます、いもだんす）
◆参加費…500円（材料代）
◆持ち物…エプロン、三角巾
◆定員…20人
◆�申し込み方法…電話またはＦＡ

Ｘで申し込んでください
◆申込期限…５月 19日㈮
◆�申し込み・問い合わせ先…宮
古農業改良普及センター（☎
0193-64-2220、FAX0193-64-

5631）

「食の匠の技」公開講座を開催

　岩手県が実施する道路工事に伴
い、県道田野畑岩泉線の ｢田代口
｣ ～ ｢農畜産物処理加工場｣ の
間が終日通行止めとなります。
◆期間…５月29日㈪～11月25日㈯
◆�問い合わせ先…岩泉土木セン
ター（☎ 0194-22-3116）

終日通行止めのお知らせ

　法務局と全国人権擁護委員連合
会では、６月１日を「人権擁護委
員の日」と定め、「特設人権相談所」
を開設します。
　家庭・職場・学校・近隣のこと
など、どんな困りごとにも相談に
応じます。
◆日時…６月２日㈮
　　　　午前 10時～午後３時
◆場所…役場第１会議室
◆�その他…相談は無料。相談内容
の秘密は厳守されます
◆�問い合わせ先…盛岡地方法務局
宮古支局（☎ 0193-62-2337）

特設人権相談所を開設します　教育委員会は、基本的な英会
話を学ぶ「アズビィEnglishCafe」
を開催します。
　講義とフリートークの時間を設
け、簡単な英語に触れていきます。
◆日時（初回）…６月２日㈮
　午後６時 30分～８時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加費…無料
◆�持ち物…筆記用具、飲み物、お
やつ
◆定員…先着 10人
◆�申込期限…６月１日㈭
◆�申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎ 34-2226）

英語に触れてみませんか


