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村職員採用試験を実施

漁協で臨時職員を募集中

平成26年度採用予定の「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
◆受付期限…８月16日㈮
◆受験手続き…申込用紙を提出し
てください。用紙は役場総務課
で配布しています
◆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）

◆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）

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
村任期付職員の採用試験実施
使用するキャンドルアート用ガラ
平成25年度採用予定の「村任期
ス瓶を集めています。不用になっ
付職員」の採用試験を実施します。 た瓶の提供に協力をお願いします。
◆職種…一般事務（若干名）
◆瓶 の形状など…口径4.5～７セ
◆受験資格…昭和49年４月２日か
ンチ、高さ６～８センチで無
ら平成６年４月１日までに生ま
色透明な瓶（ジャムや鮭フレー
れた人
クなどの瓶）
。ラベルをはがし、
◆試験…書類選考後、９月上旬に
きれいに洗ってください
個人面接などを行う予定
◆提供方法…役場、診療所、アズ
◆任期…採用の日から１年。同意
ビィ楽習センター、小中学校な
を得て、任期を更新する場合有
どの回収箱に入れてください
◆その他…受付期間、受験手続き、 ◆問い合わせ先…村復興祈念祭実
申し込み・問い合わせ先は、㊤
行委員会事務局（役場復興対策
掲載の村職員採用試験と同じ
課 ☎34-2111 内線67）

生活再建資金ご利用ください
大震災で世帯主が負傷した世帯、
住居・家財・自家用車に被害を受
けた世帯に、生活立て直しに必要
な資金の貸し付けを行っています。
◆対象世帯
❶震災日に村内に住民登録して
いて、被災した世帯
❷村民税における世帯の総所得
額が規定額未満の世帯
◆貸付限度額…被災の状況により
150万円～350万円
◆金利
●保証人有り…無利子
●保証人無し…年1.5％
（ただし据置期間中は無利子）
◆償還期間…13年（据置６年）
◆償還方法…年賦または半年賦
◆提出書類…借入申込書（役場で
配布）
、
保証人の源泉徴収票（保
証人有りの場合）
、医師の診断
書（世帯主が負傷した場合）
◆申込期限…平成30年３月31日
◆申し込み・問い合わせ先…復興
対策課（☎34-2111 内線68）

古い消火器は適性な処分を
腐食した消火器を操作し、破裂
してけがをする事故が全国で発生
しています。腐食や変形した消火
器は危険なので、絶対に使わない
でください。
消火器はゴミとして廃棄するこ
とができません。使わなくなった
ものや古いものは、必ず専門業者
に処分を依頼してください（消防
署では引き取っていません）
。
◆問い合わせ先…消火器リサイクル
推進センター（☎03-5829-6773）
、
消防田野畑分署（☎34-2100）

全血献血にご協力ください
◆期日…８月 28 日㈬
◆時間…午前９時30分～11時30分、
午後１時～４時
◆場所…保健センター
◆問い合わせ先…保健福祉課（☎
33-3102）

いわて就職面接会を開催
◆日時…９月10日㈫
午後１時～４時30分
◆場所…岩手産業文化センター
アピオ（滝沢村）
◆対象…平成26年３月卒業予定の
大学院、大学、短大、高専、専門・
専修学生、既卒者、一般求職者
◆参加企業…県内に就業場所を有
す企業
◆内容…参加企業との面談など
◆問い合わせ先…ふるさといわて
定住財団（☎019-653-8976）

危険物試験に向け準備講習開催

バラ作戦チームがお邪魔します

危険物取扱者試験に向けた準備
講習を開催します。
◆場所・期日
①一関文化センター
９月25日㈬～26日㈭
②奥州金ケ崎消防本部
９月28日㈯～29日㈰
③生涯学習都市会館（花巻市）
10月１日㈫～２日㈬
④県高校教育会館（盛岡市）
10月３日㈭～４日㈮
◆時間…午前９時～午後４時
◆講習内容…乙種第４類、丙種
◆受講料
❶会員・学生…8,500円
❷非会員…13,500円
◆申込期限…９月17日㈫
◆申込書配布…消防田野畑分署
◆申し込み・問い合わせ先…宮古
地区危険物安全協会（カメイ㈱
宮古支店内 ☎0193-62-3611）

明星大学総合健康センターの有
志で結成する「バラ作戦チーム」
が今年も村にお邪魔します。
バラのごあいさつ
◆期日…８月21日㈭～24日㈯
◆内容…村内全世帯にバラを配布
講演会
◆日時…８月25日㈰
午前９時～ 11時
◆場所…保健センター
◆講師…早稲田大学保健センター
学生相談室相談員・樫木啓二氏
◆テーマ…心の健康など
寒立荘の食事会
◆日時…８月25日㈰
午前11時～午後３時
◆場所…寒立荘（菅窪地区）
◆内容…流しそうめん、石窯焼き
ピザ、バラのクレープなど
◆問い合わせ先…バラ作戦チーム
（☎090-1619-9246）
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月 日

行

事
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８月14日 ㈬ 診療所休診（～18日㈰まで）
15日 ㈭ 第 52 回成人式

問い合わせ先
診療所

アズビィホール

9：00 ～ 12：30

教育委員会

19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」

19：30 ～ 21：00

教育委員会

高校仮設集会所

13：00 ～ 15：00

中学校仮設集会所

15：00 ～ 17：00

健診センター

13：00 ～ 15：30

保健福祉課

20：00 ～ 21：00

教育委員会

20日 ㈫ アズビィ健康スポーツ教室
「健康レク・軽運動」
幼児健診
21日 ㈬

教育委員会

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」

23日 ㈮ アズビィ健康スポーツ教室
「健康レク・軽運動」

甲地公民館

9：00 ～ 10：30

教育委員会

24日 ㈯ 体力運動能力調査

アズビィ体育館

9：00 ～ 11：45

教育委員会

26日 ㈪ 巡回健康相談

旧島越児童館

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

28日 ㈬ 全血献血

保健センター

9：30 ～ 11：30
13：00 ～ 16：00

保健福祉課

29日 ㈭ アズビィ健康スポーツ教室
「ヨガ教室」

アズビィホール

18：30 ～ 20：30

教育委員会

30日 ㈮ 巡回健康相談

中学校仮設集会所

10：00 ～ 11：30

保健福祉課

９月２日 ㈪

村県民税２期・国民健康保険税３期納期
限

税務会計課
（内線32・34）

介護保険料３期・後期高齢者医療保険料
２期納期限

生活環境課
（内線22）

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

