
▼ 講 師　谷村吉弘氏（エグゼ

キュート東北㈱）

▼定員　40人

▼問い合わせ　9 月 5 日㈭まで

に、町商工会（☎ 697-5111）へ。

　岩手流通センター活性化委員会

では、「活き活き祭」を開催します。

復興支援をテーマとしたイベン

ト、協賛品の販売や流通センター

内企業による物販・展示、保育園・

幼稚園児による遊戯の披露などを

行います。ぜひ、ご来場ください。

▼日時　9 月 14 日㈯午前 10 時

～午後 3時 30分

▼場所　盛岡地区勤労者共同福祉

センター

▼問い合わせ　同委員会事務局

（盛岡卸センター事務局内☎ 638-

1111）

※当日は会場（☎ 638-1302）へ

連絡してください。

　盛岡南消防署矢巾分署では、9

月 1 日㈰の「防災の日」、9月 9

日㈪の「救急の日」に合わせて、

防災への取り組み、救急車の正し

い利用などを呼び掛けています。

.防災の日.

　9 月 1日㈰は防災の日です。大

地震や風水害などの自然災害に備

えるため、防災対策や避難方法な

ど、家庭内での話し合いをお願い

します。また、各地域では、自主

防災組織で、災害に備える取り組

みを行いましょう。

 救急の日 

　9月 9日㈪は救急の日です。万

が一の場合に備え、応急手当の知

識や技術を身に付けましょう。ま

た、救急車の適正な利用にご協力

をお願いします。

▼問い合わせ　盛岡南消防署矢巾

分署（☎ 697-0119）

■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）

防災の日・救急の日
のお知らせ 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

■岩手菅公学生服㈱（南矢幅）

①提案営業（正社員）②不問③1人

④ 198,000円～ 250,000円⑤ 03010-

19144391⑥普免

■東北住建㈱（流通センター南）

①ルート営業（正社員）②59歳以下

③ 1人④ 168,000 円～ 250,000 円⑤

03010-18776991⑥普免（AT限定不可）

■㈱下久保建材店（広宮沢）

①施工技術者（矢巾営業所、正社員）②

不問③1人④186,000円～217,000円

⑤02080-2361291⑥普免（AT限定不可）

■㈱アサヒセキュリティ盛岡オフィス

（広宮沢）

①現金輸送ドライバー（正社員）②

18 ～ 59 歳 ③ 3 人 ④ 161,600 円 ～

181,400円⑤03010-19259691⑥普免

（AT限定不可）

■㈱ケナフ（南矢幅）

①介護支援専門員（介護支援サービス

センター、正社員）②64歳以下③1人

④ 186,000 円～ 250,500 円⑤ 03010-

19513291⑥介護支援専門員、普免

■㈱グッドナース（訪問看護ステーショ

ン結いの手、南矢幅）

①訪問看護（正社員）② 59歳以下

③ 2人④ 230,000 円～ 290,000 円⑤

03010-19600891⑥正看護師

　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）。

固定資産税第 3期
国民健康保険税第 3期
介護保険料普通徴収第 6期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 6期

7 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 95 件（576 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 

7 月中の件数　（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 48 件（357 件）

 ■人身事故 2 件（ 44 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（ 0 人）

 ■交通事故負傷者 3 人（ 51 人）

 ■飲酒運転検挙者数 0 人（ 4 人）

※紫波警察署提供

　9月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

岩手流通センター
「活き活き祭」を開催します

※お詫び　8月 19日の「役場からのお
知らせ」の求人情報（8㌻）で、社名に
誤りがありました。正しくは「㈱レン
タルのニッケン盛岡営業所」です。お
詫びして訂正します。
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　矢巾町民劇場では、来年 2月に

上演する第 24 回公演のキャストと

スタッフを募集します。老若男女、

経験などは一切問いません。参加

資格はやる気のみ！みんなで手づく

りの舞台を楽しみましょう。

▼募集内容　.子役 .３歳以上小学

生以下（主に踊り）..キャスト.中学

生以上..スタッフ.中学生以上（大

道具・音響・照明・衣装・メイク）

▼申し込み・問い合わせ　申込書

に記入し、10月1日㈫までに町民

劇場実行委員会事務局（町公民館

内☎ 611-2852）へ。

※申込書は町公民館で取得できま

す。

　県母子寡婦福祉連合会では、ひ

とり親家庭の親などを対象とした、

パソコン講座を開催します。申し込

み方法など、詳細は同連合会へ問

い合わせください。

※受講無料

▼日程　10月 25日㈮～11月 1

日㈮の平日　全 6回

▼会場　㈲ノーティ盛岡本宮校(盛

岡市本宮 7-12-37)

▼対象　ひとり親家庭の親など

( 母子家庭の母、父子家庭の父、

寡婦 )

▼定員　10人

▼申込期限　10月 18日㈮

▼問い合わせ　同連合会（☎

623-8539）

　県精神保健福祉センタ－では、

「依存症家族教室」を開催します。

アルコール依存症や薬物依存症に

ついて、適切な対応方法や家族の

セルフケアなどを学べます。

▼日時　10 月 3 日、11 月 7 日、

12 月 5 日、令和 2 年 1 月 9 日、

2月 6日、3月 5日の各木曜日

▼対象　アルコール依存や薬物依

存を抱える方の家族

▼場所　県福祉総合相談センター

（盛岡市本町通 3-19-1）

▼申し込み　９月30日㈪までに、

同センター（☎ 629-9617）へ。

　盛岡市中央卸売市場では、「卸

売市場開放デー」を開催します。

地域の皆さんに、市場をより身近

に感じてもらうため、普段見るこ

とができない市場の一部を開放し

ます。生鮮食品の販売、県産食材

を使った総菜のお振る舞いを行い

ます。ぜひ、ご来場ください。

※入場無料

▼日時　9 月 7 日㈯午前 9 時～

午前 11時

▼場所　盛岡市中央卸売市場（盛

岡市羽場 10-100）

▼問い合わせ　同市場業務課（☎

614-1000）

　盛岡手づくり村では、「2019 盛

岡手づくり村工房まつり」を開催

します。職人と一緒に制作体験す

る「特別ものづくり教室」の他、

盛岡さんさ踊りの披露、直径 75

㌢のジャンボ煎餅パフォーマンス

とお振る舞いなど、楽しいイベン

トが盛りだくさんです。ぜひ、ご

来場ください。

▼日時　9月15日㈰～16日（月・

祝）

▼場所　盛岡手づくり村（盛岡市

繋字尾入野 64-102）

▼問い合わせ　盛岡手づくり村

工房まつり実行委員会（☎ 689-

2201）

　町商工会では、大家業の方を対

象とした勉強会を開催します。今

回は清掃費の抑え方、賃貸不動産

の設備について、清掃業のプロか

ら学習できます。※参加無料

▼日時　9月 10 日㈫午後 6時～

（希望者による懇親会あり）

▼場所　町商工会館

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≫

大家さんを対象とした
勉強会を開催します

盛岡手づくり村工房まつり
を開催します

ひとり親家庭向けの
パソコン講座を開催します

※「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。

依存症への対応を学ぶ
教室を開催します

盛岡市中央卸売市場で
開放デーを開催します

町民劇場の参加者を
募集します！
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