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11 月 15 日号
粗大ごみを収集します

公社で臨時職員を募集

村産業開発公社では、次のとお
り臨時職員を募集します。
事務職 １人
◆応募資格…パソコンの基本操作
（ワード、エクセルなど）がで
きる人、普通自動車運転免許を
有する人
牛乳製造 １人
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有する人
共通事項
◆給与など…当社規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時30分
◆応募期限…11月24日㈭
※応募状況により期限前でも締
め切る場合があります
◆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
開発公社（〒028-8401 田野畑
村尾肝要39-1 ☎34-2080）
◆作業内容…シイタケなどの栽培、
収穫、パック詰め作業など
◆募集人数…３人
◆賃金…時給650円～
村復興祈念祭に合わせ「なんで
◆作業時間…午前８時～午後５時
も法律相談」と「生活相談会」を
（時間は応相談）
開催します。法律の身近な疑問や
◆作業期間…11月21日㈪～
生活資金設計、住宅建築の資金相
◆応募期限…11月17日㈭
◆応募方法…履歴書（写真付き） 談など、専門員が対応します。相
を提出してください（郵送可）
。 談は無料。気軽にお越しください。
◆日時…11月20日㈰
後日、面接の日時などをお知ら
午前９時～午後２時
せします
◆場所…アズビィ体育館談話室
◆応募・問い合わせ先…㈱サンマ
◆問い合わせ先…復興対策室（☎
ッシュ田野畑（〒028-8404 田
野畑村松前沢54-8 ☎37-3570）
33-2111 内線69）

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11月22日㈫までに電話で申し
込んでください。なお、申し込み
をした物以外は収集しませんので
注意してください。
◆収集日…11月26日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明戸、
羅賀、島越、切牛、真木沢、大芦、
浜岩泉
※各仮設住宅団地も含みます
◆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）

サンマッシュでパート職員募集

法律と生活の相談会開催

インフルエンザ予防接種を無料に
◆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した。
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
は各世帯に配布済です。不足す
るときは、診療所窓口設置分を
使用してください
◆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
行しますので、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）

労働局が出張相談会開催
◆日時…11月17日㈭、24日㈭
午前11時～午後２時
◆場所…アズビィ楽習センター、
カンパネルラ田野畑駅
◆内容…雇用保険の失業給付、求
職受理や相談、求人情報の提供
◆問い合わせ先…岩手労働局職業
安定課（☎019-604-3004）

火葬費用の精算忘れずに

家畜飼育している人は報告を

県は、大震災による被災者など
の火葬費用の精算を行っています。
期限が迫っていますので、早めの
手続きをお願いします。
◆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）

全国各地で昨年、口蹄疫や高病
原性鳥インフルエンザで大きな被
害を受けました。被害を繰り返さ
ないため、10月に家畜伝染病予防
法が改正され、飼育状況などの報
告が義務化されました。対象家畜
を飼育している人は、忘れずに報
告してください。
◆対象家畜…牛、綿羊、山羊、鹿、
豚、馬、鶏、アヒル、キジ、ホ
ロホロ鳥、七面鳥など
※詳細は問い合わせてください
※１匹でも飼育していれば対象
◆報告期限…12月15日㈭
◆報告・問い合わせ先…産業振興
課（☎34-2111 内線41）
、県中
央家畜保健衛生所（☎019-6884111）

山根温泉行きバスを運行
12月12日から１週間、特別企画
「山根温泉・べっぴんバス」を運
行します。温泉で体を温め、食事
と懇談でリフレッシュ。詳しい時
間などは、12月１日に配布するチ
ラシをご覧ください。
◆料金…600円（交通費、入浴料、昼食代）
◆運行日…12日・机地区、13日・
沼袋地区、14日・浜岩泉地区、
15日・田野畑地区、16日・羅賀
地区、17日・島越地区
◆問い合わせ先…政策推進課（☎
34-2111 内線61）

冬タイヤ早期装着で
安全な冬道走行を！
車の冬支度、進めています
か？ 村内では例年、12月中
旬 に は 初 雪 が 降 っ て い ま す。
最近５年間で一番早く降った
のは11月18日。冬タイヤへの
交 換、 チ ェ ー ン の 準 備 な ど、
早めの対策で安心・安全な冬
道走行を心掛けましょう。

役立ちカレンダー
月 日

行

事

村は、食生活改善推進員として
ボランティア活動できる女性を募
集します。活動に必要な知識と技
術を、講義や調理実習で学ぶ養成
講座を開催しますので、申し込み
をお願いします。
◆期日…12月13日㈫、平成24年１
月10日㈫、17日㈫、24日㈫
◆時間…午前10時～午後３時
◆受講場所…保健センター
◆募集人数…15人
◆受講料…無料（調理実習材料費
１回当たり約200円は自己負担）
◆申込期限…11月29日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）

歳末たすけあい演芸会を開催
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。ボランティア出演者による
踊りや歌などを予定しています。
◆日時…12月４日㈰
午前10時～正午
◆場所…アズビィホール
◆入場料…中学生以上300円、小
学生以下無料
◆問い合わせ先…村社会福祉協議
会（☎33-3025）
期間：11月18日㈮～12月４日㈰

場

11月18日 ㈮ 胃・大腸がん検診

食改推進員養成講座を開催

所

健診センター

時 間
6：30 ～ 8：30

問い合わせ先
保健福祉課

田野畑村の未来を語る会

宝福寺

14：00 ～ 17：00

体験村・たのはた
（☎37-1211）

村復興祈念祭前夜祭

アズビィ周辺

16：30 ～ 18：00

復興対策室
（内線67）

20日 ㈰ 村復興祈念祭

アズビィ周辺

9：00 ～ 15：00

復興対策室
（内線67）

25日 ㈮ 生活相談会

中学校仮設団地集会所

13：00 ～ 15：00

復興対策室
（内線69）

27日 ㈰ 村農業委員会委員選挙投票日

村内各投票所

7：00 ～ 18：00

28日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

19日 ㈯

30日 ㈬

選挙管理委員会
（内線91・92）
保健福祉課

村県民税３期・国保税５期納期限

税務課
（内線31・32）

後期高齢者医療保険料５期・
介護保険料６期納期限

生活環境課
（内線21・22）

人権相談

役場第１会議室

10：00 ～ 15：00

生活環境課
（内線23）

行政相談

役場談話室

10：00 ～ 15：00

総務課
（内線12）

12月２日 ㈮
村社会福祉協議会
（☎33-3025）
役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 診療所☎33-3101 ／ 保健福祉課☎33-3102

４日 ㈰ 第42回歳末たすけあい演芸会

アズビィホール

10：00 ～ 12：00

