
　町は、八幡平市・滝沢市・雫石

町と合同で子育て支援員研修を開

催します。

▼日時　 講義 6月6日㈯、6月20

日㈯、7月4日㈯、7月18日㈯、8

月1日㈯

（全5回いずれも午前9時30分～午

後4時30分ごろ）

 見学実習 7月に2日間（受講決定

後、日程を調整します。）

※資格、職歴に応じて一部受講免

除になる場合があります。

▼対象・定員　子育て支援の仕事

に関心があり、家庭的保育事業な

どに従事することを希望する方、

または既に従事している方　20

人程度（各市町５人程度）

▼会場　八幡平市役所（八幡平市

野駄21-170）

▼費用　2,750円（テキスト代）

※交通費は別途掛かります。

▼申し込み・問い合わせ　受講申

込書に必要事項を記入の上、5月

11日㈪までに町教育委員会子ど

も課子育て家庭支援係（さわやか

ハウス内☎611-2772）へ郵送か

持参してください。※申込書は町

教育員会子ども課窓口または町

ホームページから取得できます。

　チャグチャグ馬コ保存会は、

チャグチャグ馬コの馬の乗り手を

募集します。

▼応募条件　小学1～ 3年生、２

回程度の練習会に参加でき、当日

に保護者が同伴できる方

※多数の場合は抽選

▼参加費　6,000円

▼申し込み・問い合わせ　ハガキ

に住所、児童と保護者の名前、年

齢、性別、学校名・学年、電話番

号を記入の上、４月15日㈬必着

でチャグチャグ馬コ保存会事務

局（〒020-8530盛岡市内丸12-2

盛岡市役所観光交流課内☎613-

4111）へ郵送してください。

■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。詳しくは町民環境課（☎ 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）

子育て支援員研修会を
開催します

 3 月 16 日現在 

■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
■㈲東日本フーズ営業本部焼肉カルビ
一心店（土橋）
①店舗運営（正社員）② 59 歳以下
③ 1人④ 230,000 円～ 250,000 円⑤
03010-04983201 ⑥普免
■岩手木材市場協同組合（流通セン
ター南）
①木材管理（正社員）② 59 歳以下
③ 1人④ 160,000 円～ 200,000 円⑤
03010-04898301 ⑥フォークリフト
運転技能者あればなお可、普免
■㈱いわて愛隣会（又兵エ新田）
①介護スタッフ（正社員）②不問③
1 人 ④ 166,000 円 ～ 208,500 円 ⑤
03010-04953301 ⑥社会福祉主事あ
ればなお可、普免、介護福祉士
■㈲ホソカワ防災通信（流通センター南）
①防災通信業スタッフ（正社員）②64
歳以下③1人④160,000円～180,000
円⑤ 03010-06011801⑥普免
■医療法人潤心会（南矢幅）
①保育士及び歯科助手（正社員）② 64
歳以下③1人④140,000円～145,000
円⑤ 03010-05690801⑥保育士

報人求 情 町
　内

固定資産税第 1 期
介護保険料普通徴収第 1 期
後期高齢者医療保険料普通徴収第 1 期

2 月中の件数（  ）内は１月からの累計

■火災発生 1 件（ 2 件）

■救急出動 79 件（ 99 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

 2 月中の件数（  ）内は１月からの累計

 ■物損事故 62 件（138 件）

 ■人身事故 1 件（5 件）

 ■交通事故死亡者 0 人（0 人）

 ■交通事故負傷者 1 人（5 人）

 ■飲酒運転検挙者数 2 人（2 人）

※紫波警察署提供

 4月の納期  町内の交通事故件数 

 火災・救急の件数 

チャグチャグ馬コの
乗り手を募集します

　盛岡税務署は、確定申告期限の

延長のため、税務署内に申告書作

成会場を開設しています。

　なお、役場会場はすでに終了し

ていますので、ご注意ください。

▼対象　申告所得税、復興特別所

得税、贈与税、個人事業者の消費

税、地方消費税

▼日時　4月16日㈭まで　午前9

時～午後4時　※土日除く

▼問い合わせ　盛岡税務署（盛岡

市本町通3-8-37☎622-6141）

【4/16 まで】確定申告期限
延長のお知らせ
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　盛岡地方農業農村振興協議会

は、農作業のパート・アルバイト

に関心のある方向けの農作業体験

見学会を開催します。ぜひ、ご参

加ください。※参加無料

▼日時　５月13日㈬午前9時～11

時30分

▼集合場所　サンフレッシュ都南

▼対象　農家でのパート・アルバ

イトを希望する方

▼申し込み・問い合わせ　申込書

に必要事項を記入の上、5月8日㈮ま

でに、JAいわて中央労力支援セン

ター（〒028-3307紫波町桜町字上

野沢38-1.☎676-3346.FAX672-

1595.メールsyokugyousyoukai@

ja-iwatechuoh.jp）へ。※申込書

はＪＡいわて中央のホームページか

らダウンロードできます。

　４月６日㈪から、春の全国交通

安全運動が行われます。スローガ

ンは「しっかりと　止まってかく

にん　横だん歩道」です。

　また、運動期間中の4月10日㈮

は「交通事故死ゼロを目指す日」

で、全国各地で交通安全活動が実

施されます。

　交通事故抑止のため、ご協力を

お願いします。

▼期間　4月6日㈪～ 15日㈬の10

日間

▼活動重点　①子どもを始めとする

歩行者の安全の確保.②高齢運転者

等の安全運転の励行.③自転車の安

全利用の推進.④飲酒運転の根絶

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎611-2708）

　町は、町交通指導隊の隊員を募

集します。小学校での交通安全教

室や季節ごとの交通安全運動期間

中の啓発活動、街頭での交通安全

活動など、さまざまな活動を行い

ます。

　各種研修制度も充実しています

ので、初めての方も、交通事故の

ない安全安心なまちづくりにご協

力ください。

※活動に対する謝礼あり。

▼問い合わせ　役場総務課防災安

全室（☎611-2708）

　やはぱーく３階の町子育て世代

活動支援センター「どんぐりっこ」

は、開所時間が4月1日㈬から変

わります。終了時間が早まるため、

ご注意ください。

▼開所時間　午前9時～午後5時

30分

※「一時預かり」の時間も含みます。

▼問い合わせ　どんぐりっこ（☎

656-6630）

　町流通センター内にある広宮沢

公園（野球場、テニスコート）、

鹿妻公園（ソフトボール場）の利

用申請について、4月1日以降は

は協同組合盛岡卸センターへご連

絡ください。

▼問い合わせ　盛岡卸センター

（☎638-1111）

　矢幅駅北側の上杉踏切は、5月

中旬から約2カ月間、全面通行止

めとなります。歩道を新設する拡

幅工事を行うため、ご理解とご協

力をお願いします。

▼規制期間　５月16日㈯～7月21

日㈫（終期は変更する場合あり）

▼問い合わせ　役場道路住宅課地

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。

■毎週水曜日は町民環境課、税務課、福祉課、子ども課、健康長寿課の窓口が午後 7 時まで延長します。

≪取り扱い業務…各種証明書の交付、戸籍の届け出、転入転出、国民健康保険、国民年金、児童手当、納税相談 など≫

農作業の体験見学会へ
ご参加ください

※「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。

交通指導隊の隊員を
募集しています

【4/6 ㈪～】春の全国交通安
全運動が始まります

どんぐりっこの開所時間
が変わります

流通センター内の公園利用は
盛岡卸センターへ申請を

【5月 16日㈯～】上杉踏切が
通行止めとなります
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※新型コロナウイルス感染症対策のため、広報紙に掲載済みの行事が延期・中止となる場合があります。
詳細は各行事記事に記載がある問い合わせ先へ。
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