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５月15日号
社協で保育士を募集中

シルバーで会員を募集中

◆募集職種…保育士（正職員）
◆募集人数…若干名
◆勤務内容…乳幼児の保育
◆勤務場所…若桐保育園
◆応募資格…保育士または幼稚園
教諭の有資格者で、普通自動車
運転免許を有する人
◆任用期間…６月１日㈯～平成26
年３月31日㈪
※更新の可能性あり
◆給与など…当会の規定による
◆勤務時間…月～土曜日の午前７
時30分～午後６時30分の間の８
時間（時間、休日はシフト制）
◆応募期限…５月27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）
、
保育士または幼稚園教諭資格
証明書の写しを持参または郵
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）

◆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

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24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）

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５月22日㈬までに電話で申し
◆就業内容…教育施設などの環境
込んでください。申し込みのあっ
整備
た物以外は収集しませんので注意
◆募集人数…10人
してください。
◆収集日…５月25日㈯
西和野、
和野、
◆配分金…当センター規定による
◆対 象地区…田野畑、
菅窪、
七滝、
板橋、
沼袋、
甲地、
田代、
◆就業期間…６月～11月
巣合、
尾肝要、
萩牛、
千丈、
猿山
◆応募期限…５月24日㈮
※各仮設住宅団地は含みません
◆応募方法…電話で申し込んでく
◆収集する物…自転車、チャイル
ださい
ドシートなど、指定のごみ袋に
◆申 し込み・問い合わせ先…村
入らない大きさの物が対象
シルバー人材センター（☎33◆収集数…１世帯当たり５点まで
2816）
◆申し込み方法…氏名
（世帯主）
と
地区名、電話番号、粗大ごみの
社協で宅配ボランティアを募集
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
村社会福祉協議会では、一人暮
締め切る場合があります
らし高齢者などに昼食弁当を届け
る宅配ボランティアを募集します。 ◆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
◆募集人数…２人
しておいてください
◆担当地区・件数
◆申し込み・問い合わせ先…生活
①七滝・切牛 ３軒
７軒
環境課（☎34-2114 内線21）
②尾肝要・沼袋
◆活動日…毎月第４金曜日
◆活動時間…２時間程度
津波被害木の伐採を助成
◆応募要件…普通自動車運転免許
村は、津波被害木の伐採費用を
を有し、自分の車で宅配できる
助成しています。詳しい内容は担
人（任意保険の加入が必要）
当課に問い合わせてください。
◆応募方法…電話で申し込んでく
◆申請者…森林所有者または施業
ださい
受託者
◆その他…ボランティア活動保険
◆補 助額…基準単価（0.1㌶当た
に加入（保険料は当会負担）し
り85,000円）と施業受託者の実
ます。ガソリン代相当の謝礼を
行経費を比較し、少ない額を補
支給します
助金として助成
◆応募・問い合わせ先…社会福祉
◆申し込み・問い合わせ先…産業
法人田野畑村社会福祉協議会（☎
振興課（☎34-2111 内線72）
33-3025）

子育て講演会を開催します
◆日時…６月７日㈮
午後１時30分～２時20分
◆場所…アズビィ楽習センター
◆参加料…無料
◆講師…宮田恵医師（野菜ソムリ
エシニアマイスター・前村診療
所長）
◆演題…今からでも間に合います
～食べ方改善で見た目もアップ～
◆その他…託児を希望する人は、
５月31日㈮までに電話で申し込
んでください
◆申し込み・問い合わせ先…村地
域子育て支援センター（☎373577）

震災記録書の販売期限間近
◆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）

行

関東地方（20～40代の男性）を
中心に風疹が流行しています。妊
婦が感染すると、おなかの赤ちゃ
んが難聴、心疾患、白内障などに
なる危険性があります。感染を防
ぐには予防接種が効果的（接種後
２カ月は避妊が必要。妊婦は接種
できません）
。妊婦だけではなく、
周囲の人も感染を防ぎましょう。
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

◆日時…５月26日㈰
午前８時～11時45分
◆主会場…田野畑小学校
◆放水訓練…平井賀海水浴場付近
（10時30分ころ）
◆分列行進…平井賀水門付近（10
時45分ころ）
◆問い合わせ先…消防田野畑分署
（☎34-2100）

義肢などの巡回相談を実施
◆日時…６月７日㈮
午前10時30分～正午
※受付は11時まで
◆場所…宮古市総合保健センター
（宮古市小山田2-9-20）
◆申込期限…５月27日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）
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）

役立ちカレンダー
月 日

風疹の流行に注意しましょう

村消防団大演習を開催
皆さんの参観・激励を

事

５月19日 ㈰ 田野畑中体育祭

サクラソウを見に行こう
体験村・たのはたでは、チョウ
センアカシジミ（幼虫）とサクラ
ソウの観察会を開催します。参加
を希望する人は５月22日㈬までに
電話で申し込んでください。
◆日時…５月25日㈯
午前９時～正午
◆集合場所…産直プラザ尾肝要前
◆その他…観察会終了後、バーベ
キュー交流会を予定していま
す（参加費：中学生以上500円）
◆申し込み・問い合わせ先…体験
村・たのはたネットワーク（☎
37-1211）

期間：５月19日㈰～６月２日㈰
場

所

中学校グラウンド

時 間
8：55 ～ 14：00

問い合わせ先
田野畑中
（☎34-2301）

20日 ㈪ アズビィ健康教室（毎週月曜日）
「卓球・ソフトバレー教室」

アズビィ体育館

19：30 ～ 21：00

教育委員会

アズビィ健康教室（毎週水曜日）
「バドミントン教室」

アズビィ体育館

20：00 ～ 21：00

教育委員会

巡回狂犬病予防注射

各地区を巡回します。詳しい巡回日程
は、広報たのはた５月号14ページを確 生活環境課
（内線21）
認してください

アズビィ健康教室
（隔週木曜日）
「ヨガ教室」

アズビィホール

22日 ㈬

23日 ㈭

18：30 ～ 20：30

教育委員会

25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

26日 ㈰ 村消防団大演習

小学校グラウンド他

08：00 ～ 11：45

消防田野畑分署
（☎34-2100）

27日 ㈪ 巡回健康相談

沼袋地区公民館

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

６月２日 ㈰ 田野畑小運動会

小学校グラウンド

9：00 ～ 14：55

田野畑小
（☎34-2050）

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

