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２月15日号
寿生会で介護職を募集中

シルバーで臨時職員を募集

日清医療食品で社員を募集

社会福祉法人寿生会では、介護
職（正職員）を募集しています。
福祉に興味のある人、高齢者福祉
の仕事を希望する人など、気軽に
ご相談ください。
◆募集職種…介護職（正職員）
◆募集人数…２人
◆採用期日…平成25年４月１日
◆応募資格…高校卒業以上で、普
通自動車運転免許を有する人
◆給与…月給制129,700円〜
※昇級年１回
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生、退職共済
◆各種手当…扶養、通勤、住宅、
時間外、賞与年２回。福利厚生
制度、子育て支援制度あり
◆応募方法…詳しくは電話で問い
合わせてください。面接は随時
対応します
◆応募・問い合わせ先…社会福祉
法人寿生会（☎33-3221 担当：
大澤、澤口）

◆募集職種…一般事務（臨時職員）
◆募集人数…１人
◆雇用期間…４月１日〜平成26年
３月31日（更新の可能性あり）
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有する人。パソコンの基本操
作（ワード、エクセルなど）が
できる人
◆賃金…当センターの規定による
◆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…２月28日㈭
◆応募方法…詳しくは電話で問い
合わせてください
◆応 募・問い合わせ先…村シル
バー人材センター（☎33-2816）

◆募集職種…調理員
◆募集人数…１人
◆勤務地…特別養護老人ホームリ
アス倶楽部（沼袋）
◆給与…経験、資格などにより査
定。詳細は面談で決定します
時給680円〜
（栄養士・調理師の
有資格者は700円〜）
◆待遇…各種社保完備、交通費全
額支給、制服貸与
◆勤務時間…シフトによる交代制
①午前５時30分〜午後３時
②午前10時30分〜午後７時30分
◆休日…シフトによる１週２休の
交代制（完全週休２日制）
◆応募期限…３月11日㈪
◆応募方法…下記フリーダイヤル
に電話してください
◆応 募・問い合わせ先…日清医
療食品㈱北東北支店（☎0120622-384）

農振除外の申し出を受付中
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。村は現在、２月28日を
期限に申し出を受け付けています。
手続きやその後の住宅建築などを
円滑に進めるため、農地への住宅
建築予定がある人は、忘れずに申
し出てください。
◆受付期限…２月28日㈭
※来年度は５月末、８月末を期
限に受け付けを行う予定です
◆申し出・問い合わせ先…産業振
興課（☎34-2111 内線73）

大震災追悼式を開催します
◆日時…３月11日㈪
午後２時30分～３時50分
◆場所…アズビィ体育館
◆内 容…国主催追悼式のテレ
ビ中継、献花など（献花用
の花は村が準備します）
◆服装…自由（礼服、平服）
◆問 い合わせ先…復興対策課
（☎34-2111 内線68）

村営工事への入札は申請を
平成25・26年度の村営建設工事
の指名競争入札、建設関連業務指
名競争入札に参加するためには申
請が必要です。詳細は村ホーム
ページを確認するか、担当課に問
い合わせてください。
◆受付期限…２月28日㈭
◆申請・問い合わせ先…地域整備
課（〒028-8407 田野畑村田野
畑143-1 ☎34-2113 内線51）

観光物産施設の管理者募集
村は、ホテル羅賀荘隣に「田野
畑村観光交流物産施設」の建築を
進めています。この施設は、各種
体験や物産イベントなどの交流活
動を行う施設。３月に完成予定の
施設の管理・運営業務を行う指定
管理者を募集します。
◆応募資格…村内一般企業・団体
◆応募期限…２月28日㈭
※受け付けは午前８時30分～午
後５時30分（土日を除く）
◆応募方法…政策推進課で配布し
ている募集要項に沿って応募
してください
◆応募・問い合わせ先…政策推進
課（☎34-2111 内線63）

人間ドック受診に助成金交付

温泉バス運休のお知らせ

人間ドック受診者に助成金を交
付しています。本年度受診した分
は３月29日㈮が申請期限。受診し
た人は、早めに申請してください。
◆対象…40〜74歳で平成24年４月
１日以降に人間ドックを受診
した人
（全ての医療機関が対象）
◆助成額…課税状況により１万〜
２万円（３年に１回の助成）
◆申請方法…領収書か受診証明書、
印鑑を持参し保健福祉課に申請
◆申請期限…３月29日㈮
◆申請・問い合わせ先…保健福祉
課（☎33-3102）

無料法律相談にお電話を
県司法書士会では、大震災無料
法律電話相談を行っています。相
続に関する手続きは、時間がたつ
と解決が難しくなることがありま
す。早めに相談してください。
◆受付時間…月〜金曜日
午前10時〜午後１時
※ただし、祝日を除く
◆相談内容…①自宅が亡くなった
祖父の名義のままになってい
る②相続人の中に行方不明者
がいて話し合いができない③
亡くなった父親に借金がある
ことが判明した など
◆相談電話番号…0120-823-815

２月18日㈪・島越地区、19日㈫・
沼袋地区の岩泉方面行きの温泉バ
スは、施設の都合により利用でき
ないため運休とします。
◆問い合わせ先…たのはた生活・
福祉プロジェクト協議会（事務
局：役場政策推進課内 ☎342111 内線61）

粗大ごみ再生品をお譲りします
宮古地区広域行政組合では、回
収した粗大ごみの中から再利用で
きるタンス、学習机、テーブルな
どを再生しました。この再生品を
希望する人に無償でお譲りします。
◆展示日時…２月22日㈮〜24日㈰
午前９時〜午後４時
◆展示場所…宮古地区広域行政組
合再生品ストックヤード（宮古
市崎山6-122-1 旧崎山清掃工
場跡地）
◆利用資格…田野畑村、岩泉町、
宮古市、山田町に住んでいる人。
ただし、購入や販売を目的とす
る場合は利用できません
◆その他…再生品の引き取りは後
日で費用は申込者負担。申込者
多数の場合は抽選となります
◆問い合わせ先…宮古地区広域行
政組合施設課リサイクル担当
（☎0193-64-7111）

役立ちカレンダー
月 日

行

ガラス浮き玉お譲りください

事

２月16日 ㈯ 防災講演会

体験村・たのはたでは、体験プ
ログラムで使用するガラス浮き玉
を集めています。倉庫や納屋の奥
などに、使わなくなったガラス浮
き玉がありませんか？ 体験村ス
タッフが受け取りに伺いますので、
無料で譲っていただける人は連絡
をお願いします。
◆大きさ…直径６〜15㎝程度
◆問い合わせ先…体験村・たのは
たネットワーク（☎37-1211）

納税など期限を忘れずに
２月28日 は 固 定 資 産 税 ４ 期、
後期高齢者医療保険料８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（☎ 342112 内線31）、生活環境課（☎
34-2114 内線23）

大震災記録書を販売中です
◆販売価格…１冊1,500円
◆送料…１梱包当たり500円
◆発送…代金入金確認後に発送
※振込手数料などが別途必要
◆受付期限…５月31日㈮
◆受付時間…午前９時〜午後４時
※ただし、土日祝日を除く
◆申し込み・問い合わせ先…山口
北州印刷㈱営業部 田野畑村
記録書係（☎019-648-4170）

期間：２月16日㈯～３月11日㈪
場

所

時 間

問い合わせ先

アズビィホール

14：30 ～ 16：00

復興対策課
（内線68）

20日 ㈬ 幼児健診

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

25日 ㈪ 定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

26日 ㈫ 巡回児童相談

保健センター

10：00 ～ 15：00

保健福祉課

固定資産税４期納期限

税務課
（内線31）

後期高齢者医療保険料８期納期限

生活環境課
（内線23）

28日 ㈭
定期健康相談

保健センター

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

東日本大震災追悼式

アズビィ体育館

14：30 ～ 16：00

復興対策課
（内線68）

３月11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

