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９月 15 日号
公社で臨時職員を募集

宮澤賢治の童話を演劇で

東京を拠点に活動する演劇集団
村産業開発公社では、次のとお
「キャラメルボックス」が村を訪
り臨時職員を募集します。
れ、無料公演を行います。県内沿
事務職 １人
岸地域では、本村が唯一の公演場
◆応募資格…パソコンの基本操作
所。宮澤賢治の童話を誰にでも楽
（ワード、エクセルなど）がで
しめるようにアレンジした「賢治
きる人、普通自動車運転免許を
島探検記」
（上演時間80分）
を上演
有する人
します。明るく和やかな時間を過
牛乳製造 １人
ごしてください。
◆応募資格…普通自動車運転免許
◆日時…10月８日㈯
を有する人
午後１時30分開場、２時開演
共通事項
◆場所…アズビィホール
◆給与など…当社規定による
◆入場料…無料（入場整理券が必
◆加入保険…雇用、労災、健康、
要です）
厚生
◆入場整理券配布場所…役場窓口、
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時30分
アズビィ楽習センター
◆問い合わせ先…復興対策室（☎
◆応募期限…９月26日㈪
34-2111 内線67）
◆応募方法…履歴書（写真付き）
を提出してください（郵送可）
。
後日、面接の日時などをお知ら
せします
◆問い合わせ先…㈳田野畑村産業
北栄農産㈲では、次のとおり養
開発公社（〒028-8401 田野畑
豚作業員を募集します。
村尾肝要39-1 ☎34-2080）
◆募集職種…養豚作業員・１人

養豚作業員を募集します

（正社員。ただし試用期間３カ月有り）

三鉄線路とトンネルを歩こう
◆日時…10月16日㈰
午前９時30分～正午
◆場所…田野畑駅～明戸地内線路
（往復約５㎞）
◆参加料…無料
◆定員…40人
◆申込期限…10月11日㈫
◆持ち物…懐中電灯、油性ペン
◆その他…枕木にメッセージを記
入する他、三鉄グッズのオーク
ションも開催予定
◆申し込み・問い合わせ先…政策
推進課（☎34-2111 内線61）

◆勤務地…田野畑農場（大芦）
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有し、パソコンの基本操作が
可能な人
◆給与など…日給制（6,500 円～）
通勤手当有り。65歳定年
◆加入保険…雇用、
労災、
健康、
厚生
◆勤務時間…午前８時～午後５時
◆応募期限…10月20日㈭
◆応募方法…事前に連絡の上、履
歴書
（写真付き）
を郵送してくだ
さい。書類選考後、連絡します
◆応募・問い合わせ先…北栄農産
㈲（〒028-6301 軽米 町 大 字上舘
30-232 ☎0195-45-3313 担当：小林）

粗大ごみを収集します
下記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
人は９月21日㈬までに電話で申し
込んでください。なお、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…９月24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
◆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。なお、
処理量を超えた場合は、
早めに締め切る場合があります
◆申し込み・問い合わせ先…生活
環境課
（☎34-2114）

辞職坂ウオーキングを開催
◆日時…10月２日㈰
午前10時～午後１時
◆集合場所…道の駅たのはた
◆参加料…無料（保険加入希望者
は保険料100円）
◆定員…40人
◆対 象…小学生以上の健康な人
（小学生は保護者同伴のこと）
◆持ち物…動きやすい服装・靴、
水筒、帽子、雨具
◆申込期限…10月１日㈯
◆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、FAX33-3355）

村産堆肥ご利用ください

義肢などの巡回相談を実施

村堆肥処理施設で製造した堆肥
を調査した結果、放射性物質は検
出されませんでしたので、安心し
てご利用ください。
秋の土作りの時季です。現在、
村の補助金を活用して、通常より
も安価で堆肥を販売しています。
この機会にご利用ください。
◆販売金額
①袋詰め堆肥…１袋200円
購入は10袋～（配達料無料）
②ばら堆肥…１㎥2,000円
購入は３㎥～（配達料2,100円）
◆その他…補助金がなくなりしだ
い通常価格販売となります
◆問い合わせ先…村産業開発公社
（☎ 34-2080）

自動車税の納期限

10月31日㈪です

自 動 車 税 の 納 期 限が10月31日 に
決まりました。納税通知書は 10月
14日に発送予定。現在、はがきなど
で自動車の現況確認調査をしていま
す。無事が確認できた自動車の通知
書を送付しますので、調査への協力
をお願いします。10月以降に無事が
確認できた自動車も、順次通知書を
送付します。
口座振替を利用している人の引き
落としは９月30日です。
◆問い合わせ先…沿岸広域振興局宮
古 地 域 振 興 セ ン タ ー 県 税 室（☎
0193-64-2212）

◆日 時…10月７日㈮ 午前10時30
分～正午（受付は11時まで）
◆場所…宮古市総合福祉センター
（宮古市小山田2-9-20）
◆申込期限…９月30日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）

村社会福祉協議会では、介護員
養成（ヘルパー２級）研修を開催
します。
◆募集定員…15人
※定員になりしだい締め切り
◆応募要件…介護施設などでの就
労を希望する村民など
◆応募期限…10月14日㈮
◆受講料…13,000円（テキスト代、
保険料など）
村地域子育て支援センターでは、 ◆受講期間…10月22日㈯～ 12月27
子どもの思いやり、
やる気、
コミュ
日㈫までの130時間
ニケーション能力を育てる方法を
◆受講場所…保健センターなど
学ぶ講演会を開催します。
◆申し込み・問い合わせ先…村社
◆日時…９月27日㈫
会福祉協議会（☎33-3025）
午後３時～４時 30 分
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加料…無料
◆講師…内田瑛子医師（元うちだ
県立博物館では、地質観察会を
小児科クリニック院長）
開催します。学術的にも貴重な村
◆申込期限…９月20日㈫
内の白亜紀地層。興味のある人は
◆その他…託児も準備しています
ぜひ参加してください。
ので、申し込んでください
◆日時…10月９日㈰
◆申し込み・問い合わせ先…村地
午前10時～午後３時
域子育て支援センター（☎37-3577） ◆集合…９時50分までに役場前
◆参加料…100円（保険料）
◆募集定員…20人
納税期限を忘れずに
◆募集期間…９月20日㈫～30日㈮
◆その他…移動はそれぞれの自家
９月30日は村県民税２期と国保
税３期の納期限です。期限を守
用車。昼食は各自持参
り、忘れずに納めてください。
◆申し込み・問い合わせ先…岩手
◆問 い 合 わ せ 先 … 税 務 課（ ☎
県立博物館 地質観察会担当
（☎
34-2112 内線 31・32）
019-661-2831）

子育て講演会に参加を

白亜紀地層観察会を開催

役立ちカレンダー
月 日

行

介護員養成研修を開催

事

９月17日 ㈯ 復興支援・早稲田大学コンサート
21日 ㈬ 乳児健診
東京都荒川区サニーホール来村

期間：９月17日㈯～10月８日㈯
場

所

時 間

アズビィホール

10：00 ～ 11：30

教育委員会

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

9：00 ～ 16：00

教育委員会

アズビィホール周辺

24日 ㈯ 診療所休診

診療所

粗大ごみ収集日（内陸地区）
26日 ㈪ 定期健康相談
30日 ㈮

問い合わせ先

生活環境課
保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

村県民税２期・国保税３期納期限

税務課
（内線31・32）

後期高齢者医療保険料３期・
介護保険料４期納期限

生活環境課
（内線21・22）

10月２日 ㈰ 辞職坂ウオーキング

道の駅たのはた集合

10：00 ～ 13：00

体験村・たのはたネットワーク
（☎37-1211）

メルボックス
「賢治島探検記」 アズビィホール
８日 ㈯ 演劇集団キャラ
14：00 ～ 15：20 復興対策室
（内線67）
無料公演
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 保健福祉課☎33-3102

