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村で臨時職員を募集します

ホテル羅賀荘で従業員募集

村は、臨時職員を募集します。
◆募集職種・人数…震災復興に関
する業務、作業など・１人
◆勤務場所…役場復興対策課
◆応募要件…パソコン（ワード、
エクセルなど）の基本操作がで
きる人、普通自動車運転免許を
有する人
◆給与など…本村規定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆任用予定期間…10月１日～平成
25年２月28日（更新有り）
◆勤務時間…月～金曜日の午前８
時30分～午後５時30分
◆応募期限…９月24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
◆応募・問い合わせ先…復興対策
課 （ 〒028-8407 田野畑村田野
畑143-1 ☎34-2111 内線64）

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…サービス業務、調理補助
業務、
夜の後片付け業務、
施設清
掃業務、
夜警の契約社員・パート
◆募集人数…各業務３人程度（年
齢不問）
◆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…10月15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）

内水面の経営者を募集
村は、沼袋地区にあるヤマメや
ニジマスを養殖する施設「内水面
漁業センター」を管理運営する人
を募集します。
◆所在地…田野畑村奥地向57-4
◆応募要件…村内に住所がある人
◆提出書類…運営計画書（用紙は
産業振興課にあります）
◆使用料…別途協議して定めます
◆応募期限…９月28日㈮
◆その他…応募者多数の場合は選
考の上、決定します
◆応募・問い合わせ先…産業振興
課（☎34-2111 内線73）

サンマッシュでパートなど募集
サンマッシュ田野畑では、次の
とおりパート・アルバイトを募集
します。
◆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…若干名
◆賃金…時給650円～
◆作業時間…午前８時～午後５時
（時間は応相談）
◆応募期限…期限は設けず、随時
受け付けています
◆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
◆応募・問い合わせ先…㈱サンマ
ッシュ田野畑（〒028-8404 田
野畑村松前沢54-8 ☎37-3570）

ソフトボール大会に参加を

一緒にソフトボールを楽しみ、
交流を深める「がんばろう田野畑
村は、地震や津波などの災害か
復興３時間耐久ソフトボール大
ら大切な命を守る方法を学ぶため、 会」を開催します。
総合防災訓練を実施します。
◆日時…10月７日㈰ ※小雨決行
◆日時…９月30日㈰
午前８時30分～正午
午前８時～11時30分
◆場所…村営野球場
◆主会場…田野畑中学校
◆対象…小学校４年生以上で楽し
◆主な内容…津波避難訓練、搬送
くソフトボールができる人。参
訓練、
初期消火訓練、
ボランティ
加者を２チームに分けて試合
ア活動訓練など
◆参加料…無料
◆その他…訓練のため午前８時頃、 ◆持ち物・服装…帽子、グローブ、
携帯電話（docomo、Au、ソフト
タオル、飲み物、動きやすい服
バンク）に「大津波警報発令」
装（金属製のスパイクは禁止）
のメールが届きます
◆申込期限…10月３日㈬
※機種によってはメールが届か
◆その他…試合終了後、親睦を深
ないこともあります
める交流会を予定
◆問い合わせ先…総務課（☎34◆申し込み・問い合わせ先…教育
2111 内線11）
委員会（☎34-2226）

村総合防災訓練に参加を

農振除外の申し出受付中

ガラス瓶を集めています

東日本大震災などにより新しく
住宅を建築しようとする人で、や
むを得ず農地に建築する場合、農
振除外と、農地転用許可が必要で
す。村は、申し出期限を設け受け
付けていますが、新たに10月31日
を期限として受け付けを行います。
予定がある人は、あらかじめ連絡
をお願いします。
◆受付期限
①６月29日㈮ ※終了
②10月31日㈬ ※今回追加
③平成25年２月28日㈭
◆申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111 内線73）

義肢などの巡回相談を開催

10月13、14日に開催する村復興
祈念祭。中夜祭で使用するキャン
ドールアート用のガラス瓶を集め
ています。家庭などで不用になっ
た瓶を提供してください。
◆瓶 の形状など…口径4.5～７セ
ンチ、高さ６～８センチで無色
透明な瓶（ジャムや鮭フレーク
などの瓶）
※ラベルをはがし、きれいに
洗ってください
◆提供方法…役場窓口、診療所、
アズビィ体育館前、小中学校な
どに設置してある回収箱に入
れてください
◆問い合わせ先…村復興祈念祭実
行委員会事務局（役場復興対策
課 ☎34-2111 内線68）

◆日時…10月５日㈮
午前10時30分～正午
※受け付けは11時まで
◆場所…宮古地区合同庁舎（宮古
市五月町1-20）
◆申込期限…９月24日㈫
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）

納税期限を忘れずに
10月１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。
◆問 い 合 わ せ 先 … 税 務 課（ ☎
34-2112 内線 31・32）

役立ちカレンダー
月 日

行

粗大ごみを収集します

事

マレットゴルフ場開放日

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９月26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…９月29日㈯
西和野、
和野、
◆対 象地区…田野畑、
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
◆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）

期間：９月15日㈯～10月７日㈰
場

所

村営球場脇仮設コース

時 間
9：00 ～ 17：00

問い合わせ先
教育委員会

９月15日 ㈯
診療所休診

診療所

16日 ㈰ マレットゴルフ教室

村営球場脇仮設コース

9：00 ～ 12：00

教育委員会

19日 ㈬ 乳児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

20日 ㈭ 子育て講演会

アズビィ楽習センター

13：30 ～ 14：30

村地域子育て支援センター
（☎37-3577）

23日 ㈰ 村民マレットゴルフ交流大会

村営球場脇仮設コース

9：00 ～ 12：00

教育委員会

24日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

29日 ㈯ 粗大ごみ収集日

田野畑、
西和野、
和野、
菅窪、
七滝、
板橋、
沼袋、生活環境課
（内線21）
甲地、
田代、
巣合、
尾肝要、
萩牛、
千丈、
猿山

30日 ㈰ 村総合防災訓練

田野畑中学校他

10月１日 ㈪

8：00 ～ 11：30

総務課
（内線11）

国保税４期納期限

税務課
（内線32）

後期高齢者医療保険料３期・介護保険料
４期納期限

生活環境課
（内線22・23）

６日 ㈯ 診療所休診
７日 ㈰ 復興３時間耐久ソフトボール大会

診療所
村営野球場

8：00 ～ 12：00

教育委員会

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

