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８月10日号
公社で臨時職員を募集

社協で臨時職員を募集

尾肝要トンネル見学会開催

◆募集職種・人数
①乳製品販売・企画…１人
②乳製品製造…１人
（パートもご相談ください）
③給食センター調理員…１人
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有する人。募集職種①と②は
パソコンの基本操作（ワード、
エクセルなど）ができる人
◆給与など…当社の規定による
◆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…８月31日㈮
※募集職種③は８月20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。後日、面接
の日時などをお知らせします
◆応募・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）

◆募集職種…シルバーサポーター
◆募集人数…１人
◆勤務内容…村内の一人暮らし高
齢者世帯などの見守り、サロン
の運営支援など
◆勤務場所…村社会福祉協議会事
務局
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有し、パソコン操作ができる
人。ヘルパー２級以上の資格が
あれば尚可
◆任用期間…平成25年３月31日まで
◆勤務時間…月〜金曜日の午前８
時30分〜午後５時30分
◆給与など…当会の規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆応募期限…８月24日㈮
◆応募方法…履歴書（写真付き）
、
を持参または郵送してくださ
い。後日、面接の日時などをお
知らせします
◆応 募・問い合わせ先…社会福
祉法人田野畑村社会福祉協議
会（〒028-8407 田野畑村田野畑
120-1 ☎33-3025）

平成25年度の完了を目指し三陸
国道事務所で工事を進めている復
興道路「三陸沿岸道路尾肝要道
路」
。田野畑村民を対象に、工事
中のトンネル内の様子を見学する
見学会を開催します。
◆日時…９月２日㈰
午前10時〜11時30分
◆集合場所…役場（マイクロバス
で移動。北工区を見学）
◆募集人数…100人（先着順）
◆服装…汚れても良い服装、長靴
◆申込期間…８月20日㈪〜
※定員になりしだい締め切り
◆申し込み・問い合わせ先…地域
整備課（☎34-2113 内線51）

たまご料理講習会を開催
良質なタンパク質やビタミンを
多く含む卵は、老化防止や低栄養
予防などにも効果があります。鶏
卵の正しい知識や調理方法などを
学ぶ講習会を開催します。
◆日時…９月12日㈬
午前９時30分〜午後１時30分
◆場所…保健センター
◆持ち物…エプロン、三角巾、筆
記用具
◆申込期限…９月４日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）

ポリオワクチンが変わります
現在使用している生ポリオワク
チンは、ごくまれに副作用でマヒ
が起こる危険性があります。９月
１日以降は不活化ポリオワクチン
に変更します。
◆接種日…９月１日以降の毎週火
曜日 午後４時〜４時30分
◆対象…生後３カ月以上７歳６カ
月未満
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

予防接種を無料にしています
村の皆さんが国保田野畑村診療
所で受ける次の予防接種費用を無
料にしています（１人１回）
。
おたふくかぜ・水痘
◆対象…満１歳以上就学前までの
未接種・未罹患者
◆接種日…毎週火曜日（祝日除く）
午後４時〜４時30分
高齢者用肺炎球菌
◆対象…満65歳以上の慢性疾患者
で、過去５年以内に予防接種を
受けていない人
◆接種日…月〜金曜日（ただし水
曜日午後と祝日除く）
午前９時〜11時30分、午後２時
30分〜４時
共通事項
◆予約…希望日の１週間前までに
診療所（☎33-3101）に予約
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

全血献血にご協力ください
◆期日…８月30日㈭
◆時間…午前９時30分〜11時30分、
午後１時〜４時
◆場所…保健センター
◆内容…200・400㍉㍑献血
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

納税期限を忘れずに
８月31日は村県民税２期と国保
税３期の納期限です。期限を守
り、忘れずに納めてください。
◆問 い 合 わ せ 先 … 税 務 課（ ☎
34-2112 内線 31・32）

いわて就職面接会を開催

危険物試験に向け準備講習開催

◆日時…９月７日㈮
午後１時〜５時
◆場所…岩手産業文化センター
アピオ（滝沢村滝沢字砂込38920）
◆対象…平成25年３月卒業予定の
大学院、大学、短大、高専、専門・
専修学生、既卒者および一般求
職者
◆参加企業…県内に就業場所を有
す企業、約70社
◆内容…参加企業との面談、各種
就職相談、地域生活情報の提供
◆問い合わせ先…ふるさといわて
定住財団（☎019-653-8976）

危険物取扱者試験に向けた準備
講習を開催します。
◆場所・期日
①一関文化センター
９月26日㈬〜27日㈭
②奥州金ケ崎消防本部
９月29日㈯〜30日㈰
③生涯学習都市会館（花巻市）
10月２日㈫〜３日㈬
④県高校教育会館（盛岡市）
10月４日㈭〜５日㈮
◆時間…午前９時〜午後４時
◆講習内容…乙種第４類、丙種
◆受講料…会員・学生8,500円、非
会員13,500円
◆申込期限…各講習日の１週間前
◆申込書配布…消防田野畑分署
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
地区危険物安全協会（カメイ㈱
宮古支店内 ☎0193-62-3611）

岩手県に就職しませんか

介護員養成研修を開催予定

◆日時…８月26日㈰
午後１時〜４時
◆場所…中野サンプラザ８階
◆対象…首都圏在住でＵ・Ｉター
ンを希望する社会人、県内企業
への就職を目指す学生
◆参加企業…県内に求人のある企
業、約30社
◆内容…参加企業との面談、各種
就職相談、地域生活情報の提供
◆問い合わせ先…ふるさといわて
定住財団（☎019-653-8976）

シルバー人材センターは、介護
員養成
（ヘルパー２級）
研修を開催
する予定です。受講希望者は８月
24日㈮までに申し込んでください。
◆期間…10月下旬〜12月下旬
◆場所…保健センターなど
◆受講料…13,000円程度
◆その他…来年以降、制度変更に
より講習内容が変わる予定です
◆申し込み・問い合わせ先…村シ
ルバー人材センター（☎33-2816）

フリーマーケットを開催
◆日時…８月26日㈰ ※雨天中止
午前９時〜正午
◆場所…みやこ広域リサイクルセ
ンター（宮古市小山田2-102）
◆問い合わせ先…みやこ広域リサ
イクルセンター（☎0193-63-7753）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

８月13日 ㈪ 定期健康相談
第51回村成人式

期間：８月13日㈪～31日㈮
場

所

保健センター
アズビィホール他

時 間

問い合わせ先

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

9：30 ～ 12：30

教育委員会

15日 ㈬
診療所休診（～19日㈰まで）

診療所

21日 ㈫ アズビィ健康教室

高校仮設団地集会所

13：00 ～ 15：00

教育委員会

22日 ㈬ 幼児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

23日 ㈭ フォークダンス教室

アズビィホール

19：00 ～ 21：00

教育委員会

24日 ㈮ アズビィ健康教室

中学校仮設団地集会所

9：00 ～ 12：00

教育委員会

27日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

保健センター

9：30 ～ 11：30
13：00 ～ 16：00

保健福祉課

30日 ㈭ 全血献血
村県民税２期・国保税３期納期限
31日 ㈮

税務課
（内線31・32）

後期高齢者医療保険料２期・介護保険料
生活環境課
（内線22・23）
３期納期限
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

