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６月14日号
社協で保育士などを募集
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
◆必要資格…保育士。普通自動車
運転免許
◆採用期日…７月１日㈪
※試用期間あり
保育補助（臨時職員）
◆募集人数…１人
◆勤務内容…学童保育の補助など
◆勤務場所…たのはた児童館
◆必要資格…普通自動車運転免許
◆任用期日…７月１日㈪～平成26
年３月31日㈯
※更新の可能性あり
共通事項
◆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…６月24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）
を持参または郵送してくださ
い（保育士は保育士証の写しも
必要）
。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）

村内各地でクマが出没
残飯の適正処理などで
引き寄せない工夫を！

寿生会で介護職員を募集
社会福祉法人寿生会では、次の
とおり介護職員を募集しています。
◆職種…介護職（正職員。希望に
よりパートも可）
◆募集人数…若干名
◆採用期日…随時
◆必要資格…普通自動車運転免許
（職務に必要な資格は働きなが
ら挑戦できます）
。学歴は不問
◆給与…月給制129,700円～
パートは時給800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、
賞与年２回
◆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：
佐々木、中机）

北山崎シャクナゲ祭りを開催
◆日時…６月23日㈰
午前10時～ ※小雨決行
◆場所…北山崎園地内
◆内容
10:30～開会式
11:00～郷土芸能
「甲地鹿踊」
11:30～
「山とケ」
ライブ
12:00～当たり付き
「餅まき」
12:30～盛岡さんさ踊り
13:00～
「山とケ」
ライブ
14:00～盛岡さんさ踊り
常時…シャクナゲ苗木販売、手
入れ説明、記念植樹
◆問い合わせ先…実行委員会（体
験村・たのはた内 ☎37-1211）

羅賀荘で従業員を募集中
ホテル羅賀荘では、次のとおり
従業員（契約社員・パート）を募
集しています。
◆職種…調理経験者、調理補助業
務（料理の盛り付けなど）
、夜
の後片付け業務、客室清掃業務
◆人数…各業務とも若干名。年齢
不問です
◆給与・勤務時間など…当社の規
定による
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆応募期限…７月10日㈬
◆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…㈱陸中た
のはた（〒028-8403 田野畑村羅
賀60-1 ☎33-2611 担当：高木）

身障者手帳所持の皆さんへ
村身体障害者福祉協会では、身
体障害者手帳を持っている皆さん
の入会をお待ちしています。
身体障害者手帳は、病気や事故
などで身体に障害を受けたとき、
本人か家族の申請をもとに交付さ
れます。手帳を手にすることによ
り多くの福祉サービスを受けるこ
とができます。しかし、協会に入
会していないと十分な情報が入ら
ない場合もあります。
皆さんで一緒に活動したり情報
を共有したりするためにも、協会
への入会をお願いします。
◆申し込み・問い合わせ先…村身
体障害者福祉協会事務局・工藤
幸子（〒028-8404 田野畑村島
越296-2 ☎・ＦＡＸ33-2179）

現況届の提出を忘れずに

巡回児童相談を開催します

夏の里山を楽しみませんか

児童手当を受けている人は、６
月28日㈮までに現況届の提出が必
要です。届け出を忘れると、６月
分以降の手当を受けられない場合
があります。対象者には通知して
いますので、忘れずに提出してく
ださい。
◆提出期限…６月28日㈮
◆提出・問い合わせ先…生活環境
課（☎34-2114 内線23）

宮古児童相談所による巡回児童
相談を開催します。希望する人は
電話で申し込んでください。
◆日時…７月２日㈫
午前10時～午後３時
◆場所…保健センター
◆申込期限…６月24日㈪
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課（☎33-3102）

体験村・たのはたでは、夏の里
山を楽しむイベントを開催します。
チョウセンアカシジミとヒメボタ
ルを観察し、川遊びをして楽しみ
ましょう。
◆期日…７月６日㈯ ※雨天中止
◆日程
①午後１時30分～５時30分
川遊び、チョウセンアカシジ
ミ観察、牧場見学
②午後７時～８時30分
ベアレンビール祭りを開催
ヒメボタル観察
ＮＨＫ放送受信料を免除
◆日時…６月30日㈰ ※小雨決行
◆集合場所…甲地公民館
障がい者を構成員とする世帯は、
午前11時～午後４時
◆定員…①②各20人（小学生以下
申請することでＮＨＫ放送受信料
◆場所…しおさい交流センター
には必ず保護者同伴）
が免除される場合があります。詳
（ホテル羅賀荘敷地内）
◆参加料…無料
しい内容は問い合わせてください。 ◆内容…ベアレンビール飲み放題。 ◆申込期限…７月４日㈭
◆対象
つまみや料理は別途販売
◆申し込み方法…電話で申し込ん
①全額免除…障害者手帳所持者
◆前売りチケット…羅賀荘、商工
でください。ただし、定員にな
がいる世帯で、世帯全員が村
会、産業開発公社、体験村・た
りしだい締め切ります
民税非課税
のはたで200枚限定2,000円で発
◆その他…持ち物や詳しい内容な
②半額免除…世帯主が視覚・聴
売中（当日券は2,500円）
どは、申し込み時にお知らせ
覚障がい者か重度の障がい者
◆その他…グラスを持参ください
◆申し込み・問い合わせ先…体験
◆申請・問い合わせ先…保健福祉
◆問い合わせ先…㈱ベアレン醸造
村・たのはたネットワーク（☎
課（☎33-3102）
所（☎019-606-0766）
37-1211）
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６月15日 ㈯ 診療所休診
16日 ㈰ たのはた牛乳まつり

診療所
産直プラザ尾肝要周辺

17日 ㈪ アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
「卓球・ソフトバレー教室」
幼児健診
19日 ㈬

問い合わせ先

健診センター

アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日） アズビィ体育館
「バドミントン教室」

10：00 ～ 15：00

村産業開発公社
（☎34-2080）

19：30 ～ 21：00

教育委員会

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

20：00 ～ 21：00

教育委員会

23日 ㈰ 北山崎シャクナゲ祭り

北山崎園地内

10：00 ～

体験村・たのはた
（☎37-1211）

24日 ㈪ 巡回健康相談

浜岩泉地区公民館

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

18：30 ～ 20：30

教育委員会

9：00 ～ 12：00

教育委員会

（隔週木曜日） アズビィホール
27日 ㈭ アズビィ健康スポーツ教室
「ヨガ教室」
30日 ㈰ アズビィ健康スポーツ教室
「バドミントン交流会」
７月１日 ㈪

アズビィ体育館

村県民税１期・国民健康保険税１期納期
限

税務会計課
（内線32・34）

介護保険料１期納期限

生活環境課
（内線22）

２日 ㈫ 巡回児童相談

保健センター

10：00 ～ 15：00

保健福祉課

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

