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　社会福祉法人寿生会では、次の
とおり調理職員を募集しています。
◆�職種・人数…調理職・1 人（正

職員。希望によりパートも可）
◆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～
　　　　※昇給年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（６月、12 月）
◆�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）

寿生会で調理職員を募集
　体験村・たのはた では、観光案
内や体験プログラムに従事する職
員を募集します。
◆募集職種・人数…契約社員 1 人
◆勤務内容…サッパ船や津波語り
　部など体験プログラムへの参加
　者案内、番屋でのプログラム開発、
　イベントの企画・運営、観光案
　内など
◆応募要件…観光案内や自然体験
　活動に関心があり、普通自動車
　運転免許（AT限定可）を有する
　人。64歳以下で高卒以上
◆就業時間・休日…午前８時 45

　分～午後５時 15 分。休日はシ
　フト制
◆就業期間…４月～平成 27 年３

　月 31 日
◆給与など…当法人の規定による
◆応募方法…履歴書（写真付き）
　を郵送または持参してください。
　後日、面接の日時などをお知ら
　せします
◆応募期限…４月 30日㈬
◆ 応募・問い合わせ先…NPO 法人 

体験村・たのはたネットワーク
（〒028-8402田野畑村北山 129-

10　北山崎ビジターセンター内
☎37-1211）

体験村・たのはたで職員募集
　村は、エネルギーの自給率向上
や災害に強い村づくりを推進する
ため、個人住宅の新築・改築の際
に再生可能エネルギーなどの設備
を設置する人を対象に、費用の一
部を助成しています。
◆助成対象設備および助成額
　①太陽光発電設備
　　太陽電池出力１キロワットあ
　　たり５万円（上限 20 万円）
　②太陽熱利用設備
　　太陽熱温水器などの設置費用
　　の１/３以内（上限５万円）
　③木質バイオマス熱利用設備
　　木質ペレットストーブまたは
　　薪ストーブ（ペレット兼用可）
　　で２次燃焼室以上の方式の設
　　備の設置費用の１/２以内（上
　　限５万円）
◆助成対象者…村内に住所を有し、
　または有する見込みで、自らが
　居住する１戸建ての住宅に設置
　する人。また、村税および公共
　料金、その他村の債務に係る納
　付金を滞納していない人
◆助成条件…対象設備ごとに１世
　帯につき１回限り。助成を受け
　るためには、設備設置前の申請
　が必要です。事業は、平成 26

　年度中に着手、　完了してくだ
　さい
◆助成申請期間…平成 26 年度中
◆注意事項…申請時期や内容など
　により補助を受けられないこと
　がありますので、着工前に担当
　課まで問い合わせ、協議してく
　ださい。また補助金は予算の範
　囲内での交付となります
◆応募・問い合わせ先…政策推進
　課（☎34-2111　内線 61）

再生可能エネルギー設備設置へ補助

　岩手弁護士会などでは５月３日
の憲法記念日を含む５月１日～７

日の１週間を憲法週間とし、さま
ざまな催しを行います。
　その一環として、弁護士が日常
のさまざまなトラブルについて法
律的アドバイスをする無料法律相
談会を開催します。
◆日時…５月１日㈭　午前10時～
　午後３時 30 分
◆場所…岩手県産業会館（サンビ
　ル）７階大ホール
◆その他…相談は事前予約制では
　なく、当日の受付順に行います
◆問い合わせ先…岩手県弁護士会
　（☎019-651-5095）

無料法律相談会を開催

　村育英奨学資金を利用して保育
士の資格を取得後、村に保育士と
して５年間勤めた場合、その借受
額の１/２以内を免除します。　
　詳しくは教育委員会まで問い合
わせてください。　
◆問い合わせ先…教育委員会 (☎
　34-2226　内線 14））

保育士の育英奨学資金に免除要件



役立ちカレンダー　 期間：４月17日㈭～30日㈬　

月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

４月17日 ㈭ あすからのくらし相談会 保健センター 13：00～15：00 保健福祉課 (内線50）

18日 ㈮
アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
　「フットサル教室」

アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会 (内線22）

19日 ㈯ 診療所休診 診療所

20日 ㈰ 春の一斉清掃 各地区  6：00～ 8：00 生活環境課 (内線22）

21日 ㈪
アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
　「卓球・ソフトバレー教室」

アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会 (内線22）

23日 ㈬
アズビィ健康スポーツ教室（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 (内線22）

26日 ㈯ 子ども映画会 アズビィホール  9：30～12：00 教育委員会 (内線22）

30日 ㈬ 固定資産税1期、軽自動車税納期限 税務会計課 (内線34）

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

　固定資産税の課税の基になって
いる「固定資産税課税（補充）台帳」
を縦覧します。土地売買や家屋を
取り壊した場合、台帳の内容が訂
正されていないと誤って課税して
しまうことがあります。忘れずに
確認をお願いします。
◆縦覧期限…４月30日㈬
　　　　　　（土日祝日を除く）
◆時間…午前９時～午後５時
◆場所…役場税務会計課
◆�問い合わせ先…税務会計課（☎

34-2112　内線34）

固定資産課税台帳を縦覧

　東北財務局盛岡財務事務所では、
「多重債務相談窓口」を開設し、借
金を抱えて悩んでいる人からの相
談を無料で受け付けています。
◆日時…毎週月～金曜日　午前８

　時 30分～午後５時 15分（祝日・
　年末年始を除きます）
◆場所…盛岡合同庁舎４階（盛岡
　市内丸７-25）
◆問い合わせ先…相談専用電話（☎
　019-622-1637）東北財務局盛岡
　財務事務所

多重債務で困ったら相談を

　村は、男女共同参画サポーター
を育成するため、県が主催する養
成講座の受講生を募集します。
◆募集人員…５人程度
◆応募要件…20歳以上の村民で、　
　男女共同参画について興味や関
　心がある人
◆受講期間…５月 20日㈫から 10　
　月７日㈫までの全７回
◆場所…盛岡市・アイーナ８階他
◆内容…男女共同参画に関する講
　義やグループ討議など。12単位
　以上の受講と１講座のレポート
　提出により岩手県の「男女共同
　参画サポーター」として認定さ
　れます
◆受講料…無料
◆応募期限…５月７日㈬
◆応募・問い合わせ先…政策推進
　課（☎34-2111　内線 64）

男女共同参画を学びませんか
　東日本大震災で被災した人以外
の人も、仮設住宅への入居が可能
となりました。
◆対象者
①村に戻りたいが、実家が被災し
　住む家がない人
②村内に就職し定住を希望するが
　住む家がない人
③漁業集落防災機能強化事業など
　のまちづくり事業で一時的な転
　居を必要とする人
◆入居可能期間…入居日から１年
　以内
◆使用料

区　分 使用料
１ＤＫ 月額 10,000 円
２ＤＫ 月額 15,000 円
３　Ｋ 月額 20,000 円

◆入居場所…アズビィ仮設または
　高校仮設。ただし、利用可能な空
　室がある場合に限ります
◆申し込み方法…申込書を提出。
　用紙は担当課で配布しています
◆�申し込み・問い合わせ先…復興

対策課（☎34-2111 内線69）

被災者以外も仮設住宅へ入居可能に

クマ、村内各地
  に出没中です！
山菜採りで山には入る時
は鈴やラジオを携帯しま
しょう。
家庭では残飯を適切に処
理し、クマを寄せ付けな
いようにしましょう！

クマに注意して
生活すんベァ


