
　県精神保健福祉センターでは、

大切な家族を亡くした後の回復を

サポートするため、公開講座を行

います。

▼日時　8月17日㈯午後 1時～

午後 4時 30分

▼場所　県総合福祉相談センター

▼対象　大切な家族を亡くされた

方、悲嘆のケアに関心のある方

▼申し込み　8月13日㈫までに、

同センター（☎ 629-9617）へ。

　町では、広島・長崎に原爆が投

下された日時に合わせて、町内の

屋外放送設備でサイレンを鳴らし

ます。原爆の犠牲者に哀悼の意を

表するとともに、世界の恒久平和

を祈るための取り組みです。サイ

レンに合わせて黙祷を捧げるよう、

お願いします。

▼日時　①８月６日㈫午前８時 15

分②８月９日㈮午前11時 2分

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎ 611-2708）

　町スポーツチャンバラ協会で

は、第６回矢巾町スポーツチャン

バラ大会を開催します。

▼日時　9 月 1 日㈰午前 9 時か

ら受け付け

▼会場　町民総合体育館

▼参加料　小学生 500 円、中学

生以上 1,000 円

※当日、受け付けでお支払くださ

い。

▼種目　①基本動作②打突競技

▼申し込み　申込書に必要事項を

記入し、8月 24 日㈯正午までに

町民総合体育館にお申し込みくだ

さい。　※申込書は町民総合体育

館で取得できます。

▼問い合わせ　同協会事務局・

佐々木さん（☎080-1822-1574）

■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）

恒久平和へ祈りを
8月 6日、9日にサイレン

家族を亡くした方向けの
サポート講座を開きます。

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

■㈱こずかたサービス（医大通）

①店長候補スタッフ（ローソン岩手

医大病院店、正社員）② 59 歳以下

③ 1人④ 133,000 円～ 150,100 円⑤

03010-16134891 ⑥普免

■㈱岩電（流通センター南）

①ルート営業（正社員）② 59歳以下

③ 1人④ 160,000 円～ 230,000 円⑤

03010-15807791 ⑥普免（ＡＴ限定

不可）

■ルートインジャパン㈱ホテルルート

イン矢巾（医大通）

①ホテルスタッフ（正社員）② 64歳

以下③ 2人④ 203,500 円～ 300,000

円⑤ 03010-16218091 ⑥不問

■㈱プレーゴ（南矢幅）

①生活相談員（百万石、正社員）②不

問③ 1人④ 175,000 円～ 250,000 円

⑤ 03010-16861291 ⑥社会福祉士ま

たは社会福祉主事、普免

■㈲村松興業（広宮沢）

①作業員（清掃センター、正社員）

② 64 歳以下③ 1人④ 165,000 円～

175,000円⑤03010-17001391⑥普免

　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）。

町県民税第 2期

国民健康保険税第 2期

介護保険料普通徴収第 5期

後期高齢者医療保険料普通徴収第 5期

6 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■火災発生 0 件（ 3 件）

 ■救急出動 85 件（481 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 

6 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 46 件（309 件）

 ■人身事故 3 件（ 42 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 3 人（ 48 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 4 人）

※紫波警察署提供

　8月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

町スポーツチャンバラ大会
出場者を募集します
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　町教育委員会では、教職員の働

き方改革の一環として、学校閉庁

日を設けます。閉庁日には、部活

動など、学校内での教育活動は行

われません。

　また、学校に日直などの職員は

常駐していないため、緊急時には

町教育委員会学務課へ連絡してく

ださい。

　児童・生徒の保護者、町民の皆

さんのご理解とご協力をお願いし

ます。

▼閉庁日　8月13日㈫～8月16

日㈮

▼対象施設　町内4小学校、2中

学校

▼問い合わせ　町教育委員会学務

課総務係（☎ 611-2642、2645）

　やはぱーく内にある町図書セン

ターでは、小学 6年生以下を対象

にスタンプラリー「夏は図書センター

に行こう!!」を開催します。

　期間中に図書センターで本を借り

た方に、スタンプ 1個（1日1個）

を押し、スタンプ3個で景品を１つ贈

ります。6個集めれば、もう１つ、景

品をプレゼントします。

　夏休み期間中の子どもたちの参

加をお待ちしています。

▼期間　７月20日㈯～９月30日㈪　

※毎週水曜日は休館日

▼対象　小学６年生以下

▼問い合わせ　町図書センター（や

はぱーく内　☎ 656-6620）

　盛岡広域 8 市町では、市民後

見人養成講座を開催します。詳細

は、盛岡市ホームページをご覧くだ

さい。※受講無料

▼日時　８月29日～10月 31日

の毎週木曜日　午前 10 時～午後

4時 30分（全９回）

▼会場　プラザおでって.ほか

▼対象　次の全てに該当する方

①盛岡広域８市町に在住または在

学、在勤で20歳以上の方②原則、

全ての科目を受講できる見込みの

方③未成年や破産者など後見人の

欠格事由に該当しない方④弁護士

や司法書士など後見人活動ができ

る専門職ではない方

▼定員　60 人

▼申し込み　申込書に必要事項を

記入し、8月20日㈫までに盛岡市

保健福祉部長寿社会課（盛岡市内

丸 12-2 ☎ 613-8144、FAX653-

2839）へ郵送、持参、FAXでお申

し込みください。※郵送は8月20

日㈫必着

▼ 募集住宅　前郷住宅１戸

(7,200 円～ 10,700 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　8 月 5 日㈪～ 8 月

14日㈬

▼抽選日・会場　8月 21 日㈬午

後 6 時 20 分～、役場 2 階 2-3

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）

　上杉踏切は拡幅工事のため、以

下の日程で終日全面通行止めとな

ります。ご不便をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。

▼規制期間　8 月 23 日㈮～ 12

月 20 日㈮（終期は工事の進
しんちょく

捗で

変更になる場合があります）

▼問い合わせ　役場道路都市課地

域整備係（☎ 611-2632）

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≫

「市民後見人」養成講座を
開催します

町図書センターで
スタンプラリー開催

※「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。

8 月 23日から上杉踏切が
通行止めとなります

町営住宅入居者を
募集します
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緊急時は町教委へ連絡を
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