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７月13日号
村職員採用試験を実施
平成25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…初級事務（若干名）
◆受験資格…昭和53年４月２日以
降に生まれた人（学歴性別不問）
◆受付期間…８月１日㈬～17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７月23日㈪
から役場総務課で配布します。
郵送での請求は、あて先を明記
した返信用封筒（Ａ４サイズ、
120円切手を貼付）を同封の上、
封筒の表面に「試験案内請求」
と朱書きして送ってください。
郵便請求は８月10日㈮到着分ま
で受け付けます
◆申し込み・問い合わせ先…総務
課（☎34-2111 内線11）

花火は注意を守って
花火は誤った使い方をすると、
やけどや火災につながります。注
意事項を守りましょう。
◆注 意事項…❶人や家に向けな
い❷燃えやすいもののそばで
遊ばない❸消火用の水を用意
❹大人と一緒に遊ぶ❺途中で
火が消えても中をのぞかない

納税の期限を忘れずに
７月31日は固定資産税２期と国
保税２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31・32）

行政組合の採用試験実施
平成25年度採用予定の「宮古地
区広域行政組合職員」の採用試験
を実施します。
事務局技術職員
◆職種…初級機械・１人（ごみ・
し尿処理、リサイクル施設全般
の管理）
◆受験資格…昭和57年４月２日以
降生まれで高校卒業以上の学歴
◆受験手続き…申込用紙を提出し
てください。用紙は７月17日㈫
から広域行政組合事務局、宮古
市役所、管内各町村役場で配布
◆問 い合わせ先…宮古地区広域
行政組合事務局総務課
（☎019364-2011）
消防職員
◆職種…初級消防・６人以内
◆受験資格…昭和62年４月２日以
降生まれで高校卒業以上の学歴。
消防職員として職務遂行に必要
な身体、体力を有し健康な人
◆受験手続き…申込み用紙を提出
してください。用紙は７月17日
㈫から広域行政組合消防本部、
管内の消防署、分署で配布
◆問い合わせ先…宮古地区広域行
政組合消防本部総務課
（☎019371-1193）

被災建物の滅失登記を実施
大震災で倒壊や流失した建物の
職権滅失登記を行います。12月ま
で現地調査、平成25年２月までに
滅失登記を完了させる予定です。
事情により特に急ぎたい場合、不
明な点は問い合わせてください。
◆問い合わせ先…盛岡地方法務局
宮古支局（☎0193-62-2337）

羅賀荘で第一次社員募集
ホテル羅賀荘では、営業再開に
向けて従業員を募集します。
◆職種…フロント業務、サービス
業務、調理業務（夜の後片付け
を含む）
、施設清掃・管理、一
般事務の正社員および契約社
員・パート
◆募集人数…若干名
◆給与・勤務時間など…当社規定
による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆応募期限…８月10日㈮
◆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
※再雇用による応募も同様です
◆応募・問い合わせ先…㈱陸中た
の は た（〒028-8403 田野畑村
羅賀60-1 ☎33-2611）

ジオツーリズム研修会を開催
本村海岸線の貴重な白亜紀地層
を観察したり、地層のでき方を実
験したりする研修会を開催します。
化石や地質の話しに興味のある人
は、お誘い合わせのうえ参加して
ください。
◆日時…７月31日㈫
午前10時～午後３時
◆集合場所…田野畑駅２階
◆募集人数…20人
◆参加料…無料（昼食は各自）
◆講師…名古屋大学博物館・大路
樹生教授
◆申込期限…７月27日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…政策
推進課（☎34-2111 内線63）

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７月25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…７月28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
◆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５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21）

ウオーキング教室に参加を

福祉なんでも巡回相談開催

ウオーキングは、誰でも手軽に
取り組める運動。一緒に体を動か
し、運動不足を解消しませんか。
◆日時…７月28日㈯
午後２時～４時
◆場所…アズビィ体育館
◆参加料…無料
◆申込期限…７月25日㈬
◆その他…動きやすい服装で参加
してください
◆申し込み・問い合わせ先…教育
委員会（☎34-2226）

大震災の被災者を対象に、福祉
全般の相談を無料で受け付ける巡
回相談を開催します。
◆期日…８月２日㈭
◆場所・時間…午前10時～正午・
高校団地集会所、午後１時～３
時・中学校団地集会所
◆問い合わせ先…宮古保健福祉環
境センター福祉課（☎0193-642213）

バラ観察で気分をリフレッシュ
菅窪地区の畠山恵太さん（鹿踊
伝承館付近）が庭のバラ園を開放
しています。四季咲きの大輪や中
輪、約400種400株がさまざまな色
の花を咲かせています。11月下旬
まで次々と開花。現在は花数が多
く、秋になると色が濃くなり一輪
一輪がきれいです。休日以外は自
由に見学できますので、お誘い合
わせのうえご覧ください。

役立ちカレンダー
月 日

行

事

７月18日 ㈬ 乳児健診

精神保健相談会を開催します
宮古保健所では、精神保健相談
会を開催します。予約制ですので、
希望する人は期限までに申し込ん
でください。
◆日時…７月26日㈭
午後１時30分～３時
◆場所…村保健センター
◆内容…精神的な健康に関する悩
みを持つ本人や家族の相談
◆申込期限…７月24日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
保健所（☎0193-64-2218）

期間：７月18日㈬～８月８日㈬
場

所

時 間

問い合わせ先

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

23日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

26日 ㈭ 精神保健相談

保健センター

13：30 ～ 15：00

保健福祉課

28日 ㈯ ウオーキング教室

アズビィ体育館

14：00 ～ 16：00

教育委員会

31日 ㈫

固定資産税２期・国保税２期納期限

税務課
（内線31・32）

後期高齢者医療保険料１期・介護保険料２
期納期限

生活環境課
（内線22・23）

８月１日 ㈬ 胃がん・大腸がん検診

農村環境改善センター

6：30 ～ 8：30

保健福祉課

胃がん・大腸がん検診

島越駅跡地

6：30 ～ 7：30

保健福祉課

胃がん・大腸がん検診

中学校仮設団地集会所

6：30 ～ 8：30

保健福祉課

胃がん・大腸がん検診

机地区防災センター

6：30 ～ 8：00

保健福祉課

胃がん・大腸がん検診

浜岩泉農業会館

6：30 ～ 8：30

保健福祉課

胃がん・大腸がん検診

高校仮設団地集会所

6：30 ～ 7：30

保健福祉課

胃がん・大腸がん検診

田野畑駅２階

6：30 ～ 8：30

保健福祉課

８日 ㈬ 胃がん・大腸がん検診

保健センター

6：30 ～ 8：30

保健福祉課

２日 ㈭

３日 ㈮

７日 ㈫

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

