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５月15日号
北山崎観光船従業員募集

シルバーで会員を募集

森林組合で作業員を募集

㈱陸中たのはたでは、北山崎断
崖クルーズ観光船（19 総トン 95
人乗り）の従業員を募集していま
す。
◆募集職種…船長（１級小型船舶
操縦士以上の免許所有者）１人
（正社員）
、機関士（乗務員兼務）
１人（正社員）
、受付・事務１
人（契約社員）
◆勤務時間…午前８時～午後５時
◆給与…当社の規定による
◆加入保険…雇用、
労災、
健康、
厚
生
◆応募期限…５月31日㈯
◆応募方法…電話連絡のうえ履歴
書（写真付き）をホテル羅賀荘
に持参ください
◆応募・問い合わせ先…㈱陸中た
のはた（☎33-2611 担当：高木）

村シルバー人材センターでは、
次のとおり会員を募集します。
◆就業内容…道路側溝の泥上げ・
清掃、ガードレール清掃、草刈
など
◆募集人数…20人
◆応募資格…60 歳以上の人
◆配分金…当センター規定による
◆就業期間…５月下旬～平成27年
３月
◆応募期限…５月23日㈮
◆応募方法…電話で申し込んでく
ださい
◆応 募・問い合わせ先…村シル
バー人材センター（☎33-2816）

村森林組合では、次のとおり作
業員を募集します。
◆作業内容…道路のり面部の支障
木除去作業など
◆募集人数…６人
◆賃金…日額6,500円
◆作業期間…５月下旬～12月
◆応募期限…５月23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
◆応募・問い合わせ先…村森林組
合（☎33-2811）

人権相談会を開催します

宮古人権擁護委員協議会では、
「人権擁護委員の日」
に合わせて人
権擁護委員による特設人権相談会
を開催します。
サンマッシュでパートなど募集
◆日時…６月３日㈫ 午前10時～
サンマッシュ田野畑では、次の
午後３時
とおりパート・アルバイトを募集
◆場所…役場第一会議室
します。
◆問い合わせ先…生活環境課（☎
◆作業内容…シイタケなどの栽培、
34-2114 内線22）
収穫、パック詰め作業など
◆募集人数…若干名
◆賃金…時給665円～
フリーマーケット開催について
◆作業時間…午前８時～午後５時
宮古地区広域行政組合では、
管内
（時間は応相談）
住民の皆さんを対象に下記の日程
◆応募期限…５月30日㈮
でフリーマーケットを開催します。
◆応募方法…履歴書（写真付き）
◆日時…５月25日㈰ ※雨天決行
を提出してください（郵送可）
。
午前９時～正午
後日、面接の日時などをお知ら
◆場所…みやこ広域リサイクルセ
せします
ンター（宮古市小山田２-102）
◆応募・問い合わせ先…㈱サンマ
◆問い合わせ先…みやこ広域リ
ッシュ田野畑（〒028-8404 田
サイクルセンター（☎0193-64野畑村松前沢54-8 ☎37-3570）
7111）

村営住宅の入居者を募集
村は、次のとおり村営住宅（村
管理）の入居者を募集しています。
◆募集住宅…菅窪団地（15号・菅
窪211-１）
◆規模…平屋一戸建42.1㎡
（居室２室、台所、トイレ、浴室）
◆使用料…月額10,000円～
※入居者の所得により決定
◆敷金…月額使用料の３カ月分
※許可日から10日以内に納付
◆入居可能日…６月中旬頃
◆申込期限…５月28日㈬
◆入居資格…現在住宅に困ってい
て、村内に住所がある人、また
は村に住民登録できる人
◆収入基準…毎月の所得合計額か
ら、配偶者、扶養者などの控除
分を除いた額が15万８千円以下
◆その他…申し込み多数の場合は、
住宅困窮度により選考。必要書
類などは担当課に問い合わせ
てください
◆申し込み・問い合わせ先…建設
第二課（☎34-2113 内線47）

村消防団大演習を実施
皆さんの参観・激励をお願いします

◆日時…５月25日㈰ 午前８時～11時45分
◆主会場…田野畑小学校
・開会式・表彰式・訓練など…田野畑小学校
（午前８時～）
（午前９時40分ころ）
・幼年消防クラブアトラクション…田野畑小学校
・消防操法…田野畑小学校
（午前９時50分ころ）
・放水訓練…平井賀海水浴場付近
（午前10時30分ころ）
・分列行進…旧平井賀郵便局付近
（午前10時45分ころ）
◆問い合わせ先…消防田野畑分署
（☎34-2100）

「サクラソウを見に行こう」参加者募集

警察官の採用試験を実施
岩手県では、
警察官Ａの採用試
験を行います。
◆採用予定人数…男40人、
女８人
◆採用予定日…平成27年４月１日
（26年10月に採用する場合あり）
◆受験資格…①昭和56年４月２日
以降生まれで、
大学既卒者及び
平成27年３月31日までに卒業見
込みの人
②人事委員会が①と同等の資格
を有すると認める人
◆試験内容…教養試験・作文試験
◆申込期限…郵送・持参は５月30
日㈮、
電子申請は５月23日㈮
◆問 い合わせ先…田野畑駐在所
（☎33-3110）
みんなで
つくろう
安全・安心の村

体験村・たのはたネットワークで
は、サクラソウとチョウセンアカ
シジミを観察するイベントの参加
者を募集します
（サクラソウの観察
はサクラソウサミット参加者と一
緒に観察します）
。参加を希望する
人は下記まで申し込んでください。
◆日時…５月24日㈯ ※小雨決行
午前９時～11時30分
◆集合場所…産直プラザ尾肝要（観
察は甲地、田代地区）
◆参加料…無料
◆その他…小学生以下の人は保護
者と参加してください
◆申込期限…５月21日㈬
◆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）

～三鉄で おにぎり食べて 小旅行～

粗大ごみを収集します
村は、
内陸部の地区を対象に粗大
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
５月26日㈪までに電話
する場合は、
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…５月31日㈯
◆対象地区…田野畑、
西和野、
和野、
菅窪、
七滝、
板橋、
沼袋、
甲地、
田代、
巣合、
尾肝要、
萩牛、
千丈、
猿山
※各仮設住宅団地は含みません
◆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３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22）
義肢などの巡回相談を開催
◆ 日時…６月13日㈮ 午前10時
30分～正午 ※受付は11時まで
◆場所…宮古市総合福祉セン
ター
（宮古市小山田２-９-20）
◆申込期限…５月29日㈭
◆申し込み・問い合わせ先…保健
福祉課
（内線55）

役立ちカレンダー
月 日

行

事

期間：５月19日㈪～31日㈯
場

所

時 間

アズビィ健康スポーツ教室（毎週月曜日）
アズビィ体育館
20：00 ～ 21：00
「卓球・ソフトバレー教室」
アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
アズビィ体育館
20：00 ～ 21：00
21日 ㈬ 「バドミントン教室」
各地区を巡回します。詳しい巡回日程
狂犬病予防接種
は、広報たのはた５月号 13 ページを確
認してください。
22日 ㈭
たのはたっ子わんぱくランド
「星空観察
アズビィホール周辺
19：00 ～ 20：00
教室」
（５月26日㈪、
29日㈭も同じく開催）
アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
アズビィ体育館
19：00 ～ 21：00
「フットサル教室」
23日 ㈮
アズビィ健康スポーツ教室（毎週金曜日）
アズビィホール
18：45 ～ 20：45
「ヨガ教室」

５月19日 ㈪

問い合わせ先
教育委員会 (内線22）
教育委員会 (内線22）
生活環境課
（内線22）
教育委員会 (内線11）
教育委員会 (内線22）
教育委員会 (内線22）

消防田野畑分署
（☎34-2100）
田野畑、
西和野、
和野、
菅窪、
七滝、
板橋、
沼袋、 生活環境課
31日 ㈯ 粗大ごみ収集日
（内線22）
甲地、
田代、
巣合、
尾肝要、
萩牛、
千丈、
猿山
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
25日 ㈰ 村消防団大演習

小学校グラウンド他

8：00 ～ 11：45

