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【１４】

高齢者宅の雪かき
ボランティア募集

山田町社会福祉協議会では、
自力で雪かきが困難な高齢者の
お手伝いをする「雪かきボラン
ティア」を募集します。ご自分
の都合のよい時間帯での活動で
構いませんので、ご協力いただ
ける方はご連絡ください。
�募集地域　八幡町、後楽町、
中央町、川向町、境田町、飯
岡第１・６・８地割、船越第
16・23地割、織笠第１・９・
11・22・23・25地割、豊間根
第18地割
�連絡先・問い合わせ　山田町
社会福祉協議会（�82－0303）
へどうぞ。

県政モニターを
一般公募します

県では、銀河系いわてモニ
ターを募集しています。仕事の
内容は県が依頼するアンケート
へお答えいただくことです。
�応募方法　①郵便番号②住所
③氏名（ふりがな）④性別⑤
生年月日⑥電話番号⑦電子
メールアドレス（お持ちの方
のみ）⑧経験した各種モニ
ターの名称と年度（経験があ
る場合）──を明記の上、官
製はがき、ファクシミリ、Ｅ
メールのいずれかで応募して
ください。
�申込期限　２月15日午後５時
�申込先・問い合わせ　県総合
政策室広聴広報課銀河系いわ
てモニター募集係（〒020－
8570住所記載不要　Ｅメール
koucho@pref.iwate.jp FAX
019－651－4865 �019－629－
5281）へどうぞ。

町の期限付臨時
職員募集します

町では、期限付臨時職員を募
集します。選考方法は書類（履
歴書）審査と面接です。
臨時保育士

�募集人数　若干名
�勤務場所　町立保育園
�応募資格　町内に住所があり、
保育士の資格がある人
児童館臨時指導員

�募集人数　２人
�勤務場所　町立児童館
�応募資格　町内に住所があり、
保育士または教諭の資格があ
る人
◆賃金　日額6,400円
◆任用期間 ４月１日～９月30日
※必要がある場合は、１回の更
新があります。
◆申し込み方法　役場住民生活
課または役場支所に備え付け
の履歴書に必要事項を記入し、
提出してください。
◆申込期限　２月15日
◆面接予定日　２月20日
◆申込先・問い合わせ　役場保
健福祉課児童福祉担当（内線
134）へどうぞ。

放送大学で19年度
学生を募集します

放送大学岩手学習センターで
は、平成19年度第１学期生（４
月授業開始）を募集します。放
送大学は衛星放送やビデオテー
プなどを利用して自宅で授業を
受ける通信制の大学。入学試験
はなく、どなたでも学べます。
�入学資格と入学料　全科履修
生（４年間）…18歳以上・
22,000円　選科履修生（１年
間）…15歳以上・8 ,000円
科目履修生（６カ月間）…15
歳以上・6,000円
�授業料　１科目11,000円（テ
キスト代を含みます）
�受付期限　２月15日
�申込先・問い合わせ　放送大
学岩手学習センター（岩手大
学内�019－653－7414）へ。

�月の町長面談日
�日時　２月８日（木）

午前10時～正午
�場所　役場４階特別応接室
※面談希望の人は役場総務課
内線413へご連絡ください。

町では、平成19年度採用の非常勤職員を募集します。
◆任用期間 ４月１日～来年３月31日
◆応募方法 役場または役場支所に備え付けの履歴書に必要
事項を記入し、下表の申込先へ提出してください。
◆選考方法 書類（履歴書）審査および面接（施設管理人の
場合は、施設までの通勤条件も考慮されます）

──── 指導員・調査員など ────
◆応募資格 町内に住所がある人（個別条件は下表のとおり）
◆募集人数 各職種１人（南小放課後児童クラブ指導員は２人）
◆申込期限 ２月15日
◆面接予定日 ２月下旬（放課後児童クラブ指導員は２月20日）
◆募集内容

◆勤務内容 ①施設の施錠の開閉および利用者に対する利用
案内②施設設備の清掃点検および防火管理作業③利用申し
込みの受け付けなど施設の管理作業全般
◆勤務時間 おおむね午前８時半から午後９時までの施設利
用がある時間および施設管理に必要な時間帯の不定時勤務
※鯨と海の科学館は、週3.5日（週28時間）・休日勤務です。

──── 施　設　管　理　人 ────
◆応募資格 昭和12年４月２日以降に生まれた人で、町内
に住所がある人（個別条件は下表のとおり）
◆募集人数 各施設１人（応募は一人１施設ですが、町教育
委員会関係施設の場合は第３希望まで受け付けます）
◆申込期限 ２月20日
◆面接予定日 ３月12日
◆募集内容

町 中 央 公 民 館
町中央コミュニティセンター
町 民 総 合 運 動 公 園
町 民 グ ラ ン ド
Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
山 田 体 育 館
鯨 と 海 の 科 学 館

荒川農業構造改善センター

織 笠 婦 人 若 者 等
活 動 促 進 セ ン タ ー

日額報酬 5,400円
日額報酬 5,400円
月額報酬85,000円
月額報酬85,000円
月額報酬70,000円
月額報酬70,000円
日額報酬 5,400円

荒川地区居住者に限る
月額報酬70,000円

織笠地区居住者に限る
月額報酬70,000円

町教育委員
会事務局社
会教育担当
（内線621）

役場産業振
興課農業担
当（内線236）

轟木放課後児童
クラブ指導員
（轟木児童館）

南小放課後児童
クラブ指導員
（山田南小学校内）

・月額報酬108,000円
・保育士または教諭の資格がある
人、もしくは児童福祉施設で勤
務経験がある人
・週5日（29時間）勤務

役場保健福
祉課児童福
祉担当
（内線134）

介 護 保 険
認 定 調 査 員
（役場保健福祉課）

・月額報酬108,000円
・介護支援専門員、保健師、看護師、
准看護師、社会福祉士、ホームヘ
ルパー（2級以上で介護職経験の
ある人）のいずれかの資格がある
人、もしくは岩手県が実施する介
護認定調査研修を終了している人
・普通自動車の運転免許がある人
・週3.5日（28時間）勤務

役場保健福
祉課介護保
険担当
（内線163）

介護予防支援員
（役場保健福祉課）

・月額報酬108,000円
・介護支援専門員、保健師、看護師
のいずれかの資格がある人
・普通自動車の運転免許がある人
・週3.5日（28時間）勤務

役場保健福
祉課包括支
援担当
（内線164）

水道事業推進員
（町水道事業所）

・月額報酬88,500円
・パソコン操作のできる人
・週3.5日（28時間）勤務

町水道事業
所庶務担当
（内線223）

まちで出会ったかわいい笑顔 各種相談あります
お気軽にご利用を

◎行政相談
�日時　２月15日（木）

午前10時～正午
�場所　町中央コミュニティセ
ンター
�相談内容　国や県、市町村の
仕事で納得のいかないことな
ど行政全般の相談
�相談員　行政相談委員
�問い合わせ　役場住民生活課
住民相談担当（内線128）へ。
◎「障害者110番」相談室巡回相談
�日時　２月16日（金）

午前９時～正午
�場所　浄土ケ浜パークホテル
�対象　障害者とその家族など
�相談内容　知的・身体・精神
障害者に関する消費者被害、
財産問題、人権問題、就学・
就労に関する問題など
�相談員　須山通治さん（弁護
士）、同相談室相談員
�申込期限　２月８日
�申込先・問い合わせ　役場保
健福祉課地域福祉担当（内線
132）へどうぞ。
◎相続登記無料相談
�期日　２月の毎週金曜日
�時間　午前10時～正午
�場所　岩手県司法書士会館
（盛岡市）および県内各司法
書士事務所
�問い合わせ　岩手県司法書士
会（�019－622－3372）へ。

「かたくりの会」が
フォーラムを開催

がん患者とその家族で組織す
る「かたくりの会」宮古支部では、
市民フォーラムを開催します。
�日時　２月10日（土）

午後１時半～３時半
�場所　キャトル宮古５階研修室
�内容　基調講演「在宅医療に
ついて」講師・佐藤雅夫さん
（佐藤雅夫クリニック院長）、
パネルディスカッション
�問い合わせ　かたくりの会宮
古支部事務局（�62－3945）へ。

【１５】

各種講習・講座で
教養深めませんか

◎食生活改善講習会
山田町シルバー人材センター

では、高齢者を対象に食生活改
善講習会を開催します。
�期日　第１回…２月20日（火）

第２回…２月23日（金）
�時間　午前９時半～午後１時
�場所　第１回…農村婦人の家
（豊間根） 第２回…船越防災
センター
�内容　講話「高齢者の栄養と
健康」、調理実習「調理の基
本と工夫」
�講師　吉嶋和子さん（町保健
福祉課管理栄養士）
�対象　55歳以上の町民
�定員　20人（定員になり次第
締め切ります）
�申込期限　２月６日
�申込先・問い合わせ　山田町
シルバー人材センター（�
82－3381）へどうぞ。
◎パソコン講座
町中央公民館では、初心者を

対象としたパソコン講座（５日
間コース）を開催します。
�期日　２月26日～３月２日
�時間　午後６時半～９時
�場所　町中央公民館
�内容　ウインドウズ98、ワー
プロソフト「ワード2000」、
表計算ソフト「エクセル2000」
の基本操作
�受講料　1,100円
�定員20人（定員になり次第締
め切ります）
�受付期間　２月５日～15日
�申込先・問い合わせ　町中央
公民館（�82－3212）へどうぞ。

全血献血あります
皆さんのご協力を

�期日　２月６日（火）
�場所と時間　町役場前…午前
９時～11時　ＪＲ陸中山田駅
前…午後零時半～２時10分　
和田工業㈱…午後３時～４時

�問い合わせ　役場保健福祉課
健康管理担当（内線161）へ。

排水設備指定店の
申請はお忘れなく

町では、下水道の排水設備工
事指定店の申請を受け付けます。
新たに登録を希望する事業所は、
期限までに申請してください。
なお、既に指定を受けている事
業所は申請の必要はありません。
�申請書類　新規指定申請書、
責任技術者の登録証の写し、
過去３年分の工事経歴書など
�受付期限　２月28日
�申請先・問い合わせ　役場地
域整備課下水道庶務担当（内
線212）へどうぞ。

森林整備計画案に
皆さんのご意見を

町では、今後５年間の森林施
業（間伐や保育など）の指針と
なる森林整備計画（案）の縦覧
を行っています。山林を所有し
ている方は、計画に対するご意
見などをお寄せください。
�縦覧期限　２月23日
�縦覧場所　役場産業振興課
�問い合わせ　役場産業振興課
林業担当（内線238）へどうぞ。

林道大沢線の一部
区間が通行止めに

大沢地区の急傾斜地崩壊対策
工事に伴い、林道大沢線の一部
区間が通行止めになります。ご
不便をお掛けしますが、皆さん
のご協力をお願いします。
�場所　下図のとおり
�期間　２月19日～３月20日
�内容　車両全面通行止め
※歩行者は通行できます。
�問い合わせ　役場産業振興課
林業担当（内線238）へどうぞ。

大沢漁協 

 ふるさと 
センター 

車両通行止め 

工事個所 

�12日間の日程で町ジュニア海
外使節団が訪問した国は？
�ドイツ
�ベルギー
�オランダ

�１月末をもって廃止された移
動図書館車の名称は？
�すみれ号
�はまなす号
�ひまわり号

�平成19年町成人式に出席した
新成人は何人？
�192人　�129人　�122人

�今号の「１歳になりました」
に登場している赤ちゃん７人
のうち、男の子は何人？
�１人　�２人　�３人

【応募方法】 はがきに①クイ
ズの答え②住所③氏名④年齢を
明記の上、応募ください。全問
正解者の中から抽選で10人に
500円の図書カードをプレゼン
ト。応募は一人１通です。
【応募先】 〒028－1392（住所
記載不要）山田町役場広報クイ
ズ係
【締め切り】 ２月20日（当日消
印有効）
☆前回の正解は①－Ｃ、②－Ａ、
③－Ｂ、④－Ｂでした。応募者
数は37人で全員正解。抽選の結
果次の10人が当せんしました。
北浜町＝木下敏子（63） 八幡
町＝佐々木真努加（28） 境田
町＝石山明彦（49） 船越＝山�
シホ子（60）、佐藤セツ（67）、田村
友理（17） 大浦＝平澤大地（11）
織笠＝昆夏海（14） 豊間根＝清
川惠子（59） 千葉県船橋市＝井
戸下ヤシ子（68） 〈敬称略〉


