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７月12日号
村職員採用試験を実施
平成26年度採用予定の「田野畑
村職員」の採用試験を実施します。
◆職種…初級事務（若干名）
初級土木（若干名）
◆受験資格
●初級事務…昭和54年４月２日
以降に生まれた人
●初級土木…昭和44年４月２日
以降に生まれた人で、高校以
上の土木系学部・学科を卒
業した人（平成26年３月31日
までに卒業見込の人を含む）
、
または土木系業務の実務経
験５年以上で、土木施工管理
技士、監理技術者、技術士い
ずれかの資格を有する人
◆受付期間…８月１日㈭～16日㈮
の午前８時30分～午後５時（土
日を除く）
◆受験手続き…申込用紙を提出し
てください。用紙は７月29日㈪
から役場総務課で配布します。
郵送での請求は、あて先を明記
した返信用封筒（Ａ４サイズ、
120円切手を貼付）を同封の上、
封筒の表面に「試験案内請求」
または「任期付職員試験案内請
求」と朱書きして送ってくださ
い。郵便請求は８月９日㈮到着
分まで受け付けます
◆第１次試験…９月22日㈰
◆申し込み・問い合わせ先…総務
課（〒028-8407 田野畑村田野
畑143-1 ☎34-2111 内線11）

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！

村任期付職員の採用試験実施
平成25年度採用予定の「田野畑
村任期付職員」の採用試験を実施
します。
◆職種…一般事務（若干名）
◆受験資格…昭和49年４月２日か
ら平成６年４月１日までに生ま
れた人
◆受験手続き…申込用紙を提出し
てください。用紙は７月22日㈪
から役場総務課で配布します
◆試験…書類選考後、９月上旬に
個人面接などを行う予定
◆任期…採用の日から１年。同意
を得て、任期を更新する場合が
あります
◆その他…受付期間、申込用紙の
郵便請求、申し込み・問い合わ
せ先は、左掲載の村職員採用試
験と同じ

ガラス瓶を集めています
今年の村復興祈念祭を10月５、
６日に開催します。その前夜祭で
使用するキャンドルアート用ガラ
ス瓶を集めています。家庭などで
不用になった瓶の提供に協力をお
願いします。
◆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、診療所、アズ
ビィ楽習センター、小中学校な
どの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67）

消防職員の採用試験実施
平成26年度採用予定の「宮古地
区広域行政組合消防職員」の採用
試験を実施します。
◆職種…初級消防・９人以内
◆受験資格…昭和63年４月２日以
降生まれで高校卒業以上の学歴。
消防職員として職務遂行に必要
な身体、体力を有し健康な人
◆受験手続き…申込み用紙を提出
してください。用紙は７月16日
㈫から広域行政組合消防本部、
管内の消防署、分署で配布
◆第１次試験…９月22日㈰
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
地区広域行政組合消防本部総
務課職員係
（☎0193-71-1193）

漁協で臨時職員を募集中
◆募集職種・人数
①業務課全般（臨時）
・１人
②ふ化場業務（臨時）
・３人
※正職員への昇格の可能性有り
◆応募資格…普通自動車運転免許
を有する人
◆給与など…当組合の規定による
◆勤務時間…午前８時30分～午後
５時
◆加入保険…雇用、労災、健康、
厚生
◆応募期限…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
漁業協同組合（〒028-8403 田野
畑村羅賀192-3 旧羅賀小学校
☎33-2311）

毒グモに注意しましょう

◆期日…８月９日㈮
◆場所…国保田野畑村診療所
◆受付時間…午前11時～11時30分
（時間は厳守してください）
◆対象…出稼ぎ手帳所持者
◆持ち物…健康保険証
◆受診料…自己負担となります
※8,920円までは助成
◆申込期限…８月８日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…生活
環境課（☎34-2114 内線25）

有毒のセアカゴケグモが６月、
盛岡市内で確認されました。メス
だけが毒を持つクモで、かまれる
と激しい痛みと腫れを伴います。
発見したときは、絶対に素手で
触らないでください。万が一かま
れたときは、できるだけ早く医療
機関で受診してください。
駆除には、 家庭用殺虫剤（ピ
レスロイド系）を使う 踏みつぶ
す―などが効果的です。
◆セアカゴケグモ
（メス）
の特徴
体長…0.7～１センチ
体色…光沢のある黒色。背中に
目立つ赤い帯状の模様
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
34-2114 内線21）

食中毒に気を付けましょう
◆食中毒予防の３原則
①菌を付けない…食材や手、ま
な板や包丁を小まめに洗う
②菌を増やさない…調理したら
すぐ食べる。保存するときは
冷ましてから冷蔵庫に入れる
③菌をやっつける…75℃１分以
上加熱する。肉は中心部まで
十分に加熱する
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

乳児健診
７月17日 ㈬

花火は注意を守って

花火は誤った使い方をすると、や
けどや火災につながります。注意事
項を守りましょう。
◆注 意事項…❶人や家に向けない❷
燃えやすいもののそばで遊ばない
❸消火用の水を用意❹大人と一緒
に遊ぶ❺途中で火が消えても中を
のぞかない

期間：７月17日㈬～８月４日㈰
場

所

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」

21日 ㈰ 参議院議員通常選挙投票日

▼

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７月24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…７月27日㈯
◆対象地区…北山、机、池名、明
戸、羅賀、島越、切牛、真木沢、
大芦、浜岩泉、各仮設住宅団地
◆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）

出稼ぎ者の健康診断を実施

▼

粗大ごみを収集します

時 間

問い合わせ先

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

20：00 ～ 21：00

教育委員会
選挙管理委員会
（内線91・92）

村内各投票所

7：00 ～ 18：00

田野畑駅２階

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

19：30 ～ 21：00

教育委員会

13：30 ～ 15：30

保健福祉課

（隔週木曜日） アズビィホール
25日 ㈭ アズビィ健康スポーツ教室
「ヨガ教室」

18：30 ～ 20：30

教育委員会

26日 ㈮ 巡回健康相談

高校仮設集会所

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

27日 ㈯ 粗大ごみ収集日

北山、机、池名、明戸、羅賀、島越、切牛、 生活環境課
真木沢、大芦、浜岩泉、各仮設住宅団地 （内線21）

巡回健康相談
22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」

23日 ㈫ 精神保健相談（前日までに要予約）

31日 ㈬

保健センター

固定資産税２期・国民健康保険税２期納
期限

税務会計課
（内線32・34）

介護保険料２期・後期高齢者医療保険料
１期納期限

生活環境課
（内線22）

８月４日 ㈰ 田野畑村長選挙投票日

村内各投票所

7：00 ～ 18：00

選挙管理委員会
（内線91・92）

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

