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５月15日号
シルバーで会員を募集中

粗大ごみを収集します

地デジチューナーを無償配布

◆就業内容…観光地の清掃や美化、
自然遊歩道の修繕、国立公園内
の草刈りなど
◆募集人数…20人
◆配分金…6,000円（１日当たり）
◆就業期間…６月１日㈮〜11月30
日㈮

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５月23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…５月26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 内線21）

村は、地上デジタル放送受信用
の簡易なチューナーを無償配布し
ています。地デジ放送に未対応の
テレビを所有している人が対象。
数に限りがありますので、希望す
る人は早めに申し込んでください。
◆申込期限…５月31日㈭
◆配布場所…役場政策推進課
◆その他…チューナーの設置など
は各自で行ってください
◆申し込み・問い合わせ先…政策
推進課（☎34-2111 内線63）

◆就業内容…道路側溝の泥上げ、
ガードレール清掃、草刈りなど
◆募集人数…30人
◆配分金…6,000円（１日当たり）
◆就業期間…６月上旬〜６カ月間
◆就業内容…教育施設などの環境
整備
◆募集人数…20人
◆配分金…6,000円（１日当たり）
◆就業期間…５月下旬〜６カ月間
◆応募期限…５月25日㈮
◆応募方法…電話で申し込んでく
ださい
◆申 し込み・問い合わせ先…村
シルバー人材センター（☎332816）

森林組合で作業員を募集
◆作業内容…道路のり面部の支障
木除去作業など
◆募集人数…15人
◆賃金…日額6,500円
◆作業期間…６月上旬〜６カ月間
◆応募期限…５月25日㈮
◆応募方法…履歴書を提出してく
ださい。後日、面接の日時など
をお知らせします
◆申し込み・問い合わせ先…村森
林組合（〒☎33-2811）

軽自動車税を非課税に
東日本大震災で滅失・損壊した
自動車・軽自動車に代わる軽自動
車を取得した場合など、平成25年
度までの軽自動車税を非課税にし
ます。非課税措置を受けるために
は手続きが必要です。詳しい内容
や手続き方法などは税務課に問い
合わせてください。
◆対象になる取得
・自動車、軽自動車→軽自動車
・二輪バイク→二輪バイク
・小型特殊自動車→小型特殊自
動車
◆問い合わせ先…税務課（☎342112 内線32）

村消防団大演習を開催
皆さんの参観・激励を

◆日時…５月27日㈰
午前８時～11時45分
◆主会場…田野畑小学校
◆放水訓練…沼袋・農村環境改善
センター（10時30分ころ）
◆分列行進…沼袋・田野畑交通付
近（10時45分ころ）
◆問い合わせ先…消防田野畑分署
（☎34-2100）

警察官の採用試験を実施
岩手県警察官Ａの採用試験を行
います。
◆採用予定人数…男40人、女８人
◆採用予定日…平成25年４月１日
（24年10月に採用する場合あり）
◆受験資格…昭和54年４月２日以
降生まれで、大学
（短大を除く）
を卒業または平成25年３月31日
までに卒業見込みの人
◆申込期限…５月31日㈭
◆１次試験…７月８日㈰
◆申し込み・問い合わせ先…田野
畑駐在所（☎33-3110）

生活相談会を開催します
大震災で被害を受けた人を対象
に、生活相談会を開催します。生
活設計の専門家「ファイナンシャ
ル・プランナー」が相談に応じま
すので、気軽にご相談ください。
◆日時…５月19日㈯
午前10時〜午後４時
◆場所…アズビィ楽習センター
◆相談料…無料（要予約）
◆持参するもの…家族の年収が分
かる書類、借入金が分かる書
類、預貯金通帳、年金手帳など
◆申込期限…５月18日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…復興
対策課（☎34-2111 内線68）

診療放射線技師を募集

土地の立入調査に協力を

◆採用予定人数…若干名
◆受験資格…昭和42年４月２日以
降生まれで、診療放射線技師免
許を有する人
◆申込期限…６月１日㈮
◆試験日…６月９日㈯
◆試験会場…盛岡、仙台、青森
◆申し込み・問い合わせ先…県医
療局職員課（☎019-629-6322）

危険物取扱者講習会を開催

危険物取扱者試験に向けた準備
講習を開催します。
◆開催期間…５月29日㈫〜６月13
日㈬ ※１講習２日間
◆開催地…一関市、北上市、奥州
市、盛岡市
体験村・たのはたでは、チョウ
◆受講料…会員・学生8,500円
センアカシジミの幼虫とサクラソ
非会員13,500円
ウの観察会を開催します。観察会
◆講習内容…乙種第４類、丙種
の後は、地域の人たちとの交流会。 ◆申込書配布…消防田野畑分署
ふるさとの味と心の交流が待って
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
います。ぜひ、ご参加ください。
地区危険物安全協会（カメイ㈱
※小雨決行
◆日時…５月26日㈯
宮古支店内 ☎0193-62-3611）
午前９時30分〜正午
◆集合場所…産直プラザ尾肝要
※観察は甲地・田代地区
衣料や玩具などを販売するフ
◆定員…30人 ※小学生以下は保
リーマーケットを開催します。
護者が同伴してください
◆日時…５月27日㈰ ※雨天中止
◆参加料…無料
午前９時〜正午
◆申し込み方法…５月24日㈭まで
◆場所…みやこ広域リサイクルセ
に電話で申し込んでください
ンター（宮古市小山田2-102）
◆申し込み・問い合わせ先…体験
◆問い合わせ先…みやこ広域リサ
村・たのはたネットワーク（☎
イクルセンター（☎0193-63-7753）
37-1211）

サクラソウ観察会を開催

フリーマーケットを開催

役立ちカレンダー
行
事
場
所
ファ
イナンシャル
プラ
ンナーによる生活相談
５月19日 ㈯ 会
アズビィ楽習センター

23日 ㈬

自動車税の納期限は

５月31日㈭です

◆問い合わせ先…宮古地域振興セ
ンター県税室（☎0193-64-2212）

発達障がい学習会を開催
岩手大学の加藤義男名誉教授を
講師に、自閉症の人への支援を考
える学習会を開催します。
◆日時…６月９日㈯
午後２時〜４時
◆場所…宮古地区合同庁舎（宮古
市五月町1-20）
◆定員…30人
◆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
（☎0193-71-1245）
期間：５月19日㈯～６月３日㈰

月 日

20日 ㈰ 田野畑中体育祭

県では、急傾斜地や沢などで皆
さんに被害が生じる恐れのある危
険区域を設定するため、土砂災害
防止法に基づいた現地調査を実施
します。皆さんの土地に立ち入っ
て調査することになりますので、
ご協力をお願いします。
◆調査期間…５月22日㈫〜11月30
日㈮
◆調査箇所…主に明戸地区の危険
箇所
◆調査会社…玉野総合コンサルタ
ント㈱
◆問 い合わせ先…岩泉土木セン
ター河川港湾課（☎22-3116）

中学校グラウンド

時 間

問い合わせ先

10：00 ～ 16：00

復興対策課
（内線68）

9：00 ～ 14：30

田野畑中
（☎34-2301）

詳しい巡回日程は広報たのはた５月号
14ページを確認してください

生活環境課
（内線21）

27日 ㈰ 村消防団大演習

田野畑小学校他

消防田野畑分署
（☎34-2100）

28日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

巡回狂犬病予防接種
24日 ㈭

６月３日 ㈰ 田野畑小運動会

小学校グラウンド

8：00 ～ 11：45
10：00 ～ 11：30
9：00 ～ 14：55

保健福祉課
田野畑小
（☎34-2050）

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226 ／ 医科診療所☎33-3101 ／歯科診療所☎ 33-3100 ／ 保健福祉課☎33-3102

