
12令和元年５月１日　No.783

支店

▼募集人数　15人

▼選考方法　筆記試験、面接.※

筆記具、ジョブカード持参

▼申し込み　6月 7日㈮まで、ハ

ローワーク盛岡（☎ 624-8903）

　精神科医師による健康相談を行

います。事前に予約が必要です。

▼日時　５月 13日㈪

受付：午後 1時～午後 2時 30分

▼場所　役場庁舎内

▼対象　町内に住所がある方

▼申し込み　役場福祉・子ども課

福祉係（☎ 611-2572）

　矢巾町社会福祉協議会では、

60 歳以上の方を対象に、プロの

カメラマンを講師に招き「スマホ

写真教室」を開きます。

▼日程　5月 29 日㈬、６月５日

㈬・12 日㈬の 3回コースで各回

午前 9時から正午まで

▼場所　さわやかハウス

▼講師　岩木佳耶子さん（フォト

グラファー）

▼参加料　1,000 円

▼持ち物　スマートフォンまたは

タブレット端末（カメラ機能付き）

▼定員　8人（定員になり次第締

め切り）

▼申し込み・問い合わせ　矢巾町

社会福祉協議会（☎ 611-2840、

FAX697-8967）

▼解除日時.５月 20 日㈪午前９

時 30分

▼問い合わせ　役場道路都市課地

域整備係（☎ 611-2632）

■マイナンバーカードを利用して、コンビニで各種証明書の取得が可能。詳しくは住民課☎ 611-2502 まで。

　利用できる時間　午前 6時 30分～午後 11時（12/29 ～ 1/3 およびシステムメンテナンス時を除く）

プロのカメラマンから
教わるチャンス！

南昌山線の冬期間
通行止めを解除します

報人求 情 町
　内

■企業名（就業場所）

①職種.②年齢.③求人数.④賃金.⑤求

人番号.⑥必要資格など

■㈲平成電機サービス（西徳田）

①一般事務（正社員）② 64 歳以下

③ 1人④ 164,000 円～ 174,000 円⑤

03010-08966891 ⑥普免

■㈲サンオート（間野々）

①一般事務（正社員）②不問③ 1人④

150,000 円～ 200,000 円⑤ 03010-

08561591 ⑥普免

■㈲岩昭機工（広宮沢）

①作業員（正社員）② 59 歳以下③

2 人 ④ 130,000 円 ～ 250,000 円 ⑤

03010-08446491 ⑥普免（AT 限定

不可）

■タカヨ建設㈱（下矢次）

①土木技術者（正社員）②不問③

1 人 ④ 190,000 円 ～ 325,000 円 ⑤

03010-08455791 ⑥ 2 級以上土木施

工管理技士（必須）

■㈱リーベン　岩手営業所（流通セン

ター南）

①救急車ドライバー（正社員）②

59 歳 以 下 ③ 1 人 ④ 160,000 円 ～

200,000円⑤ 03010-08573691⑥普

免（AT限定不可）ヘルパー 2級以上

（4/3 までの登録分）

　就業希望の方は「盛岡公共職業安定

所紹介第一部門（☎ 624-8902）」へ求

人番号を告げてお問い合わせください

（事業所へは同安定所の紹介状が必要

です）。

軽自動車税

介護保険料普通徴収第 2 期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 2 期

３月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■火災発生 １件（ 1 件）

 ■救急出動 77 件（246 件）

※盛岡南消防所矢巾分署提供

 3 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 54 件（163 件）

 ■人身事故 7 件（ 28 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 7 人（ 11 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 0 人）

※紫波警察署提供

　5月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

▲南昌山 ぬ
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5月20日㈪午前9時30分通行止め解除

矢
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泉
●

こころの健康
相談を開催
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　地震や武力攻撃などの発生時

に備え、全国瞬時警報システム

（Ｊアラート）を使った情報伝達

訓練を行います。町内に複数、設

置してある屋外スピーカー、「や

はラジオ」、ラヂオ・もりおかの

放送から一斉に音声が流れます

ので、ご協力をお願いします。

▼訓練日時　令和元年５月 15日

㈬午前 11時ごろ

▼放送内容　サイレン音「これ

は、Jアラートのテストです。」

※放送内容は変更となる場合が

あります。

▼問い合わせ　役場総務課防災

安全室　(☎ 611-2708）

　岩手県男女共同参画センター

は、男女共同参画による社会づ

くりに関心がある方を対象に「い

わて男女共同参画サポーター養

成講座」の受講者を募集していま

す。

▼対象　県内に在住または勤務

する 18歳以上の方（学生も可）

▼講座期間　６月15日㈯から11

月 24日㈰までの全７回（14講座）

▼開催場所　いわて県民情報交流

センター (アイーナ )会議室ほか

▼費用　1,500 円（テキスト代）

▼応募方法　受講申込書などの提

出書類 ( お手数ですが、町HPよ

り印刷していただくか、下記担当

課でお受け取りください )に必要

事項を記入のうえ、５月 20 日㈪

午後５時までに下記担当課まで提

出してください。

▼問い合わせ　役場総務課法規庶

務係（☎ 611-2702）

講座の詳細は、同センターホーム

ページをご覧ください。

▼ 募 集 住 宅　三堤住宅１戸

(12,400 円～ 18,600 円 )

▼入居者資格　町に住民登録また

は勤務地がある方など　※詳細や

連帯保証人の要件などは、お問い

合せください。

▼募集期間　5 月 7 日㈫～ 5 月

15日㈬

▼抽選日・会場　5月 22 日㈬午

後５時～、役場 2階 2-2 会議室

▼申し込み・問い合わせ　役場

道路都市課地域整備係（☎ 611-

2635）

　ＪＲ東日本では、新幹線試験電

車を使用しての走行試験を下記日

程で実施しますので、ご理解とご

協力をお願いします。（都合によ

り日程を変更することがありま

す。）

▼試験走行日

.5月.　12日、15日、18日、21日、

25日、28日

.6 月.　29 日

.7 月.　2日、6日、9日、16日、

20日、23日、27日、30日

.8 月.　27 日、31日

.9 月.　3日、7日、10日、17日、

24日、28日

.10 月.　1日、5日、8日、15日

▼走行時間　午後 11 時ごろから

翌日午前 5時ごろまで

▼問い合わせ　JR 東日本盛岡支

社企画室（☎ 625-4019）

　岩手県の委託を受け、職業訓練

（座学と実習）を行います。資格

取得、就業を目指しませんか？

　目指せる資格はメディカルク

ラーク、ドクターズクラーク、メ

ディカルオペレータ。

▼訓練期間・時間　6月 26 日㈬

～ 10 月 25 日㈮の午前９時 30

分から午後４時 30分まで

▼訓練場所　ニチイ学館盛岡支店

▼その他　受講料は無料。ただし、

テキスト代31,000円は自己負担。

▼問い合わせ　日程など詳細はニ

チイ学館盛岡支店（☎ 621-5253）

▼選考会日時　6月 14 日㈮午前

9時 30 分から、ニチイ学館盛岡

お知らせ

募集やイベント、お知らせなど皆
さんの暮らしに役立つ情報をお届
けします。

■毎週水曜日は役場住民課、税務課、福祉・子ども課窓口が午後 7時まで延長…取り扱い業務は次の 7種類です。

≪①各種証明書の交付②戸籍の届け出③転入転出④国民健康保険⑤国民年金⑥児童手当⑦納税相談≫

Ｊアラートによる情報伝達
訓練の実施について

新幹線走行試験のお知らせ
皆さんのご協力を

いわて男女共同参画サポー
ター養成講座の受講者を募集

町営住宅入居者を
募集します

医療クラークの資格取得を
目指す職業訓練を開催

※「広報やはば」の広告に関する問い合わせは、ナチュラルコム株式会社（☎ 652-9190）へ。


