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10 月 14 日号
村職員採用試験を実施

寿生会で介護職員を募集

平成24年度採用予定の「田野畑
村職員」の採用試験を実施します。
◆職種…一般事務職（若干名）
土木技術職（若干名）
◆受験資格
●一般事務・土木技術共通…昭
和52年４月２日以降に生まれ
た人（性別は問いません）
●土木技術…高校以上の土木系
学科・学部を卒業した人（平
成24年３月31日までに卒業見
込みの人を含む）
、または土
木系業務の実務経験５年以
上で、土木施工管理技士、管
理技術者、技術士いずれかの
資格を有する人
◆受付期間…11月10日㈭～18日㈮
の午前８時30分～午後５時（た
だし土日を除きます）
◆受験手続き…申込用紙を提出し
てください。用紙は10月25日㈫
から役場総務課で配布します
◆申し込み・問い合わせ先…総務
課（☎34-2111 内線11）

社会福祉法人寿生会では、介護
職員（正職員）を募集しています。
福祉に興味のある人、高齢者福祉
に関する仕事を希望する人など、
気軽に相談してください。
◆募集職種…介護職（正職員）
◆募集人数…２人
◆応募要件…高校卒業以上（平成
24年３月卒業見込み者含む）
◆必要資格…普通自動車運転免許
（介護関連資格は働きながら受
験することができます）
◆採用期日…随時
◆給与…月給制129,700円以上
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生、退職共済
◆手当など…扶養、通勤、住宅、
時間外、賞与。その他、福利厚
生制度、子育て支援制度あり
◆応募方法…詳細は問い合わせて
ください。面接は随時行います
◆申し込み・問い合わせ先…社会
福祉法人寿生会（☎33-3221
担当：大澤、澤口）

火葬費用の精算忘れずに

警察音楽隊がコンサート

県は、大震災による被災者など
の火葬費用で、遺族が負担した費
用の精算を行っています。
◆精算対象…沿岸市町村で死亡、
または被災し、３月11日から５
月10日までに行った火葬
◆対象経費…ひつぎ、骨箱、火葬
場使用料など
（葬儀費は対象外）
◆申請期限…11月30日㈬
◆受付時間…土日祝日を除く、午
前９時～午後５時
◆問い合わせ先…県庁県民くらし
の安全課（☎019-629-6876）

岩手・青森県警察音楽隊が、復
興支援コンサートを開催します。
皆さんお誘い合わせのうえ、ご来
場ください。
◆日時…10月27日㈭
午後１時～２時
◆場所…田野畑中体育館
◆内容…岩手県警と青森県警、両
音楽隊のブラスバンド演奏
◆入場料…無料
◆問い合わせ先…復興対策室（☎
34-2111 内線69）
、
田野畑中（☎
34-2301）

インフルエンザ予防接種を無料に
11月１日からインフルエンザの
予防接種が始まります。今年は、
村内に住所のある人が村診療所で
接種を受ける場合、接種料を無料
にします。早めの接種を心掛け、
感染予防に努めましょう。
◆接種期間…11月１日㈫～平成24
年１月31日㈫
※水曜日午後、土日祝日、年末年始は除く

◆場所…村診療所
◆対象…満１歳以上で接種日に村
内に住所がある人（13歳未満は
２回の接種が必要です）
◆受付時間
・高校生以下…月・木・金曜日
午後４時～４時30分
・一般…月～金曜日
 午前９時～11時30分
午後２時30分～４時
◆接種料…無料
◆必要な物…予診票、高校生以下
は母子健康手帳
◆予診票…園児、児童、生徒には
各施設を通じて配布します。児
童館・保育所入園前の幼児分
は、診療所窓口に設置。一般分
は各世帯に配布します。不足す
るときは、診療所窓口設置分を
使用してください。受付窓口で
の混雑を避けるため、あらかじ
め予診票に記入して持参をお
願いします
◆その他…村診療所以外での接種
を希望する人には、受診券を発
行します。その際の補助限度額
は １ 回目3,000円、 ２ 回目2,000
円。希望する人は、事前に保健
福祉課に連絡してください
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

歳末演芸会の出演者募集

高齢者の交通事故を防止

しかけ絵本展を開催します

村社会福祉協議会では、第42回
村歳末たすけあい演芸会を開催し
ます。演芸会にボランティア出演
していただける人を募集します。
◆日時…12月４日㈰
午前10時～正午
◆場所…アズビィホール
◆内容…舞踊、演劇、歌謡曲、民謡、
演奏、郷土芸能、奇術など
◆申込期限…10月28日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…村社
会福祉協議会（☎33-3025）

県交通安全対策協議会（達増拓
也会長）では、
「反射材 つけて
輝く 身の用心」をスローガンに、
高齢者の交通事故防止を推進しま
す。この時期は日没が早まり、夕
暮れから夜間にかけて交通事故の
発生が心配されます。反射材の着
用やライトの早め点灯を心掛け、
交通事故を防止しましょう。
◆推進期間…10月22日㈯～31日㈪
◆重点…①反射材用品の活用推進
②ライトの早め点灯、原則ハイ
ビーム走行の推進③人も車も
自転車も
「止まって確認」
の徹底
◆問い合わせ先…総務課（☎342111 内線15）

アズビィ楽習センター図書室は、
10月27日から11月９日 ま で、
「秋
の読書週間」として、本の貸し
出し冊数を10冊までに増冊します。
期間中、しかけ絵本の展示もしま
すので、ぜひお越しください。
◆時間…午前９時～午後５時30分
◆問い合わせ先…教育委員会（☎
34-2226）

傾聴ボランティアを養成
宮古地域傾聴ボランティア・支
え愛では、ボランティア養成講座
を開催します。心を開くための心
構えと技術を学んでみませんか。
◆日 時…① 11月２日㈬午前９時
～ 午 後 ５時、 ② 11月３日㈭午
前９時～午後４時30分
◆場 所…陸中ビル３階大会議室
（宮古市宮町1-3-5）
◆受講料…無料
◆申込期限…10月21日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
地域傾聴ボランティア・支え愛
（☎0193-63-7205）

自動車税の納期限

10月31日㈪です

自 動 車 税 の 納 期 限は10月31日 で
す。現況確認調査で無事が確認でき
た自動車の納税通知書を送付します
ので、期限内の納付をお願いします。
今後、無事が確認できた自動車も順
次、納税通知書を送付します。
◆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）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

完全デジタル化は３月末
テレビ放送の完全地上デジタル
放送への移行は平成24年３月31日
です。期限まで、あと約５カ月。
期限が迫ってから慌てないように、
早めの準備を心掛けてください。
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線63）

納税の期限を忘れずに
10月31日は国保税４期の納期限
です。期限を守り、忘れずに納め
てください。口座振替を利用して
いる人は、預貯金残高を確認して
ください。
◆問い合わせ先…税務課（☎342112 内線32）
期間：10月16日㈰～11月６日㈰

場

所

時 間

問い合わせ先

復興３時間耐久ソフトボール大会

村営野球場

8：30 ～ 12：00

教育委員会

三鉄レールウオーキング

田野畑駅

9：30 ～ 13：00

政策推進課
（内線61）

10月16日 ㈰
19日 ㈬ 幼児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

20日 ㈭ 巡回児童相談

保健センター

10：00 ～ 15：00

保健福祉課

23日 ㈰ 田野畑小学習発表会

田野畑小体育館

24日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

27日 ㈭ 県警音楽隊田野畑公演

田野畑中体育館

13：00 ～ 14：00

復興対策室
（内線69）
、
田野畑中
（☎34-2301）

30日 ㈰ 田野畑中文化祭

田野畑中

9：15 ～ 15：30

田野畑中
（☎34-2301）

31日 ㈪

8：30 ～ 12：15

田野畑小
（☎34-2050）

国保税４期納期限

税務課
（内線32）

後期高齢者医療保険料４期・
介護保険料５期納期限

生活環境課
（内線21・22）

第38回村民文化展（６日まで）

アズビィ楽習センター

9：00 ～ 18：00

教育委員会

11月４日 ㈮
診療所休診

診療所

５日 ㈯ 診療所休診

診療所
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 保健福祉課☎33-3102

