
■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）

お知らせ

　町教育委員会は今春、町内小・
中学校に入学する方へ就学通知書
を送付しています。なお、指定の
就学校の変更申請には条件があり
ます。転居の場合は随時、その他
の場合は 2 月 24 日㈮までにご相
談ください。
▼就学校の変更に必要な条件　
①指定の学区外に転居予定.②病
弱など、身体的に配慮が必要.③
特別な家庭の事情.など
※在学生も申請できます。
▼申し込み・問い合わせ　町教育
委員会学校教育課学校支援係（☎
611-2643）

　町教育委員会は町内の小・中学
生の登下校における安全確保のた
め、通学路での見守り活動などを
行うスクールガードボランティア
を募集します。
　町負担でボランティア保険にも
加入できますので、町内の児童生
徒の安全・安心のため、ぜひご協
力ください。
▼主な活動　①登下校時の学校周
辺、通学路での巡視.②自宅の庭
先や店先、農作業中や散歩中の見
守り.③学校へ地域安全について
の情報提供
▼申し込み　2月24日㈮までに、
お住まいの学区の小学校へ。
※締切後も随時募集
▼活動期間　年度更新
▼問い合わせ　町教育委員会学校
教育課学校支援係(☎611-2643)

　（公社）いわて被害者支援セン
ターは、被害者支援ボランティア
活動員を募集します。
　主な活動は、電話・面接相談、
病院や裁判などへの付き添い、イ
ベント参加などの広報活動です。
支援に必要な技術習得に向けた講
座も受講できますので、犯罪の被
害に遭った方の支援に理解と意欲
がある方は、ぜひご応募ください。
▼募集期限　3月15日㈬
▼応募条件　おおむね25歳～ 65
歳の心身とも健康で「養成講座」
を受講できる方　※講座は5月～
12月の平日、月1回程度
▼問い合わせ　（公社）いわて被害
者支援センター（☎621-3750）

　厚生労働省と都道
府県、日本赤十字社
は2月28日まで「は
たちの献血」キャン
ペーンを全国で展開しています。
冬は献血者が減少し、輸血医療に
必要となる血液が不足する危険が
高くなるため、皆さんのご協力を
お願いします。
▼会場　もりおか献血ルームメル
シー（盛岡市大通2-3-7.CT33ビル4階）
▼受付時間　 全血献血  全血献血 午前10時
～午後0時45分、午後2時～午後5
時45分　 成分献血  成分献血 午前10時～正
午、午後2時～午後5時
▼献血申し込み　もりおか献血
ルームメルシー（☎.0120-133-343）

【2/24 まで】指定就学校の
変更には申請が必要です

子どもたちの安全を守る
「スクールガード」を募集

被害者支援ボランティア
活動員を募集

はたちの献血キャンペーンに
ご協力ください

　町教育委員会は、高校以上の学校に在学中か入学が決定している生徒、
学生で、学費などの支払いが困難と認められる方を対象に、一般奨学金
（貸付型）、特別奨学金（給付型）を受ける奨学生を募集します。
▼申し込み・問い合わせ　申込用紙に記入の上、4月 7日㈮
までに町教育委員会学校教育課総務係（☎ 611-2645）へ。
※申込用紙と募集要項は学校教育課窓口、町ホームページ

（QR コード）で取得できます。

高校～大学・大学院までの学生が対象
令和 5年度の奨学生を募集します【4/7 まで】

学校の種類 月額 募集人数 選考・対象 返還義務

一般
奨学金

（貸付型）

高校
県内―2 万円
県外―3 万円

計10人程度 書類審査あり あり大学・大学院
短期大学
高等専門学校
専修学校

県内―3 万円
県外―4 万円

特別
奨学金

（給付型）

高校
県内―2 万円
県外―3 万円

若干名

書類審査あり

生活に困窮し
ている家庭が
対象※　　　　

なし大学・大学院
短期大学
高等専門学校
専修学校

県内―3 万円
県外―4 万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※保護者が生活保護を受けている など

町社会福祉協議会へ寄付
ありがとうございます

▼北日本採石興業㈱ 500,000円
▼矢巾町民謡保存会、

岩手漆原会
30,000円
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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。

※広告は広告主の責任で掲載し、町が内容などについて推奨するものではありません。

　NPO法人いわて森林再生研究
会は、「森のチェーンソー教室」
の参加者を募集しています。機械
の使い方、間伐など森づくりの基
礎を学びましょう。
▼講座期間　4月～令和6年3月
▼場所　盛岡市近郊の研修林
▼参加費　15,000円
▼定員　先着40人
▼申し込み・問い合わせ　NPO
法人いわて森林再生研究会（☎
090-7329-4462..メールishikoro_
no4@dune.ocn.ne.jp）

　町は地震や武力攻撃などの発生
に備え、Jアラートによる情報伝
達訓練を行います。
　町内各地の屋外スピーカーと
「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。訓練の趣旨をご理解の上、皆
さんのご協力をお願いします。
▼日時・放送内容　2月15日㈬午
前11時ごろ..①サイレン音.②音
声「これはJアラートのテストで
す」.※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）

▼募集住宅　三堤住宅2号棟1戸
（家賃13,400円～20,000円）、3号棟1
戸（家賃13,500円～20,100円）、4号
棟2戸（家賃14,600円～21,700円）
▼入居者資格　①同居する親族
がいるまたは満60歳以上の単身
者②所定の収入基準を満たすこ
と.③保証能力がある連帯保証人
がいる.④③の条件が満たせない
場合は、家賃債務保証事業者と債
務保証契約を締結すること。
※詳しい資格や連帯保証人の要
件は、お問い合わせください。
▼募集期間　2月3日㈮～ 14日㈫
▼抽選日・会場　2月22日㈬午後
6時～　役場2階2-2会議室
▼申し込み・問い合わせ　役場
道路住宅課住宅政策係（☎611-
2635）

　町は、水道について学びを深め、
水道の各種計画の進行状況などを
検討する「矢巾町水道サポーター」
を募集しています。
　町の水道を利用している方で、
町の水道について学び、将来を考
えたい方はぜひご参加ください。
▼謝礼　参加1回につき2,000円
▼開催日　4月以降、年数回を予定
▼申 し 込 み・ 問 い 合 わ せ　役
場上下水道課経営係（☎611-
2561..メールjoge_keiei@town.
yahaba.iwate.jp）へ。※メール
の場合は氏名、住所、電話番号、
参加希望理由を明記

　水道メーター検針を行う検針員
を若干名募集します。なお、検針
員は個人事業主として、町と業務
委託契約を締結します。
▼応募資格　65歳未満の健康で、
1年以上連続した業務が可能な方
▼業務内容　水道メーターの検
針。月5日間程度行い、町へ報告。
▼委託料　契約締結後、指定区域
の検針実施件数で決定
▼選考方法　面接試験（3月実施）
▼申し込み・問い合わせ　市販の
履歴書に必要事項を記入の上、2
月20日㈪までに役場上下水道課
経営係(〒028-3692矢巾町南矢
幅13-123.☎611-2561)へ。
※郵送の場合は当日必着

【三堤】町営住宅の
入居者を募集します

森のチェーンソー教室
学びましょう

【2/15】Jアラートによる
訓練にご協力ください

【2/20 締切】水道メーター
検針員を募集します

水道の未来を考える
サポーターになりませんか？

シルバー人材センター会員募集中
　地域で臨時的、短期的、簡易な業
務がしたい方は入会説明会にご参加
ください。
▼日時・場所　毎月第3水曜午前10時
事務所（役場西側）※祝日の場合は翌平日
▼対象　町内在住の60歳以上の方
▼問い合わせ　同センター（☎698-1236）
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 火災・救急の件数 

12 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 123 件（1,137 件）

※盛岡南消防署矢巾分署提供

■毎週水曜日は町民環境課、税務課、福祉課、子ども課、健康長寿課の窓口を午後 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≫

　国民年金保険料は、口座振替で
納付すると、金融機関などに行く
時間や手間が省け、納め忘れを防
ぐこともできます。
　また、前納（前払い）をすると
保険料が割引され、大変お得です。
お早めに年金事務所や口座振替を
行う口座のある金融機関
でお手続きください。詳
細は国民年金機構ホーム
ページ（QR)へ。
▼前納の割引例　6カ月分1,100円、
1年分約4,100円、2年分約15,800円
▼前納の申込期限　2月28日㈫
▼問い合わせ　ねんきん加入者
ダイヤル（☎0570-033-004）、
盛岡年金事務所国民年金課（☎
623-6211）

　町民の力作が並ぶ町恒例の書道
展を開催します。※入場無料
▼日時　2月7日㈫～ 12日㈰午前
9時～午後9時（最終日は午後3時
まで）
▼会場　町公民館3階大研修室
▼問い合わせ　役場文化スポーツ
課生涯学習係（☎697-2161）

　町図書センターは、蔵書点検の
ため休室期間を設けます。蔵書点
検中の図書の返却は、やはぱーく
１階西側入口（矢幅駅側）返却ポ
ストをご利用ください。
▼期間　2月15日㈬～ 22日㈬
▼問い合わせ　町図書センター
（☎656-6620）

　岩手県司法書士会と日本赤十字社
岩手県支部は、遺贈や相続財産の寄
付を学べるセミナーを開催します。
▼日時　2月21日㈫正午～午後2
時30分
▼場所　サンセール盛岡（盛岡市
志家町1-10）
▼定員　先着30人
▼申し込み・問い合わせ　日本赤
十字社岩手県支部（☎638-3610）

【2/15～22】図書センター休室
図書は返却ポストへ

次世代へ繋ぐ社会貢献セミナー
参加者募集

【国民年金保険料】
前納による割引がお得です

【2/7 ～ 12】町の書道展に
ご来場ください

 町内の交通事故件数 

12 月中の件数（  ）内は１月からの累計
■物損事故 84 件（718 件）
■人身事故 5 件（ 31 件）
■交通事故死亡者 0 件（ 1 件）
■交通事故負傷者 5 件（ 39 件）
■飲酒運転検挙者数 0 件（ 6 件）

※紫波警察署提供

 

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）。
また、スマートフォンでQRを読
み取ると「ハローワークインター
ネットサービス」にアクセスでき
ますので、求人情報の検索など
にご利用ください。
 1 月 19 日現在 
■企業名（就業場所）
①職種.②求人番号
■勅使川原産業㈱ 盛岡営業所（広宮沢）
①中型乗務員（正社員）②03010-28996521
■㈱ムサシ物流 盛岡営業所（流通センター南）
①運転手（正社員）②03010-28742821
■社会福祉法人爽生会（シェーンハイムやはば）（土橋）
①機能訓練指導員（正社員）②03010-
28698421
■㈱矢巾タクシー（又兵エ新田または盛岡市永井）
①タクシー乗務員（正社員）②03010-27490121
■住宅型有料老人ホーム にぎ和い（株式
会社SOZO）（高田）
①介護職員（正社員）②03010-27233521
■㈱もりでん（流通センター南）
①営業（正社員）② 03010-27958021
■㈱もりでん（流通センター南）
①電工（正社員）② 03010-27954321
■学校法人岩手医科大学（岩手医科大学
附属病院）（医大通）
①建築士（正社員）② 03010-28312921
■㈱オリテック 21（流通センター南）
①左官工（正社員）② 03010-28138721
■㈲快互（又兵エ新田）①介護職（正社員）
② 03010-27848521
■盛岡日産モーター㈱（高田）
①自動車整備士（正社員）②03010-
29398921
■㈱ビーアイ運送　盛岡営業所（広宮沢）
①倉庫作業員（正社員）②03010-29592221
■岩手三八五流通㈱（赤林）
①営業事務（正社員）②03010-00605831
■㈲村松興業（西徳田）
①作業員（正社員）②03010-00215931

報人求 情 町
　内

※感染症対策のため、各種行事が延期・中
止となる場合があります。また、行事に参
加する場合はマスク着用や消毒などを行
い、発熱などで体調がすぐれない場合は、
参加をお控えください。

広報やはばに掲載する広告募集中
　町は広報誌面の有効活用と地域経済の活性
化のため、広報誌のスポンサーを募集します。
必要書類など詳細は町ホームページ（QR）を
ご覧ください。
▼広告枠　縦40㍉、横90㍉
▼問い合わせ　役場企画財政課情報係（☎
611-2724）
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　町の健康教室を毎週火曜日に実施中。町内の
メディカルフィットネスジム「ウェルベース矢
巾」が講師を務めます。ぜひ、お越しください。
※参加無料、予約は月ごと・月単位となります。
▼日時　7日、14日、28日の各火曜日全3回
午前10時～午前11時（受け付けは午前9時30分～）
▼場所　さわやかハウス
▼対象・定員　おおむね65歳以上で、原則全日程に参
加できる方..先着20人
▼テーマ　「総まとめ」今年度の締めくくり、私たちと
一緒に動きませんか。スタッフによるエクササイズ・ス
トレッチの指導、日本調剤による栄養セミナー・岩手県
歯科衛生士会による口腔セミナーを行います。
▼申し込み・問い合わせ　2月21日㈫午後5時までにウェ
ルベース矢巾（岩手医科大学附属病院敷地内.☎601-
3733）※営業時間は平日午前9時30分～午後10時30分（土
日祝日は午後8時まで）、月曜定休

ウェルベース矢巾が講師の健康教室
3月の参加者募集

※
詳
細
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
）

を
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

福祉ひとくちメモ福祉ひとくちメモ 2626  

～フードドライブ・サニタリードライブ～

　町社会福祉協議会は、食料品とサニ
タリー用品の寄付を受け付けていま
す。寄付された食料やサニタリー用品
は、支援が必要な方へ無償で提供され
ますので、ぜひ、ご協力ください。
▼受付場所　役場 1階福祉課、役場 2
階町社会福祉協議会、町えんじょいセ
ンター
▼受付日時　平日午前 8時 30 分～午
後 5時 15分
▼受け付けるもの（いずれも未開封品）
①賞味期限が 2カ月以上で常温保存
ができる未開封のもの
②生理用品、乳幼児用紙おむつ、介護
用紙おむつ、おしりふき
※アルコール類、自家製品などは不可
▼問い合わせ　町社会福祉協議会（☎
611-2840）

税 ネタ小
の

　盛岡税務署は、事業者を対象に消費
税のインボイス制度説明会、登録申請
相談会を開催します。消費税の基本的
な仕組みからインボイス制度の概要ま
で説明します。
▼日時　2月20日㈪①午前10時～午前
11時30分.②午後1時30分～午後3時
▼定員　①②とも各36人
▼会場　盛岡第二合同庁舎3階会議室
（盛岡市盛岡駅西通1-9-15）
▼申し込み・問い合わせ　2月15日㈬
午後5時までに盛岡税務署法人課税第
一部門（☎622-6237）へ。
 2月の納期 国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料　各第8期

町国民保養センター・ゲートボール場
基本利用料を変更

　施設維持費用の値上がりに
伴い、町国民保養センターお
よびゲートボール場の基本利
用料を変更します。
　快適な温泉施設、運動施設
の運営を継続するため、ご理
解とご協力をお願いします。
▼期日　令和5年4月1日㈯から
▼日帰り入浴料

▼ゲートボール場使用料

※令和5年3月31日までに60歳を迎えた町民は当料金の対象
▼問い合わせ　役場産業観光課観光振興係（☎611-
2605）

インボイス制度説明会を開催

中学生以上 65歳以上※ 小学生 小学生未満 回数券（10回分）
550円 350円 235円 無料 4,950円

児童・生徒 学生・一般 65歳以上※
110円 280円 無料
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