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森林ウォーキング・
ヒメボタル観賞会 中止
７月11日開催予定の森林ウオーキング及び７月16日、
17日開催予定のヒメボタル観賞会は、新型コロナウイル
ス感染症の感染防止のため、中止します。
■問い合わせ

産業振興課・商工観光担当

☎46-4746

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

寿大学第３回講座のお知らせ
■日時

７月７日（水）10:00 ～ 11:30

■場所

農村環境改善センター（役場となり）

■テーマ

日本の神様のありがたーいお話

■講師

一條

善人

氏（月山神社

宮司）

■その他
○ご来場の際にはマスクの着用をお願いします。

ヒメボタルの自主観賞について

■問い合わせ
教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

今年度のヒメボタルの観賞は、環境の保全と夜間の安全
な観賞のため、交通規制等を実施します。岩手県の天然記
念物である「折爪岳のヒメボタル生息地」の保全のため、
交通規制の方法や観賞方法が変更となりますので、ご注意
ください。ご理解とご協力をお願いします。
■交通規制
○日時

７月10日（土）～ 18日（日）

国が雇用調整助成金等の申請期間を延長したことによ

18:30 ～ 21:00
○範囲

り、町においても、軽米町雇用調整助成金等申請費補助金

二戸市の市道・九戸村の村道

※詳しくは軽米町観光協会ホームページでお知らせする予定です。
■観賞について
○遊歩道等の決められた場所での観賞をお願いします。
○ヒメボタルの繁殖を阻害しないよう、懐中電灯やスマー
トフォンなどの使用は避け、暗闇に目を慣らし、ヒメボ
タルの光をお楽しみください。
産業振興課・商工観光担当

の申請期間を延長することになりました。
■対象費用
国や産業振興課等に対する各種支援金等の申請の際に依
頼した社会保険労務士・税理士等に対する書類作成手数料
■補助金額 150,000円（上限に達するまで何度でも申請できます）
■申請期限 9月30日（木）
■その他

■問い合わせ
軽米町役場

雇用調整助成金等申請費補助金の
申請期間を延長

☎46-4746

折爪岳振興協議会事務局(二戸市役所商工観光流通課内)
☎43-3213

令和２年度に補助を受けられた方でも、令和３年４月１
日以降に新型コロナウイルス感染症関連の支援金・助成金
を申請する際に、社会保険労務士等に書類作成を依頼した
場合の手数料は補助の対象になります。
■問い合わせ

町民生活課・町民生活担当

☎46-4734

医療費受給者証の更新は８月１日
○受給者証の更新に必要な情報が町にある方の場合
受給者証は自動で更新され、新しい受給者証が7月下旬
に順次郵送されます。古い受給者証については７月31日
までご使用いただき、８月になりましたら、はさみで細か
く切るなどして破棄してくださるようお願いします。
○受給者証の更新に必要な情報が町にない方の場合
６月下旬に、更新に必要な手続きを記した通知を送付し
ますので、ご確認の上、手続きをお願いします。
※手続きが遅れますと受給資格を喪失し、医療費の自己負
担額が増額することになりますので、早めの手続きをお
願いします。
■問い合わせ

町民生活課・町民生活担当

☎46-4734

「男性の料理教室」参加者を募集

～食べておなかから元気をつくろう～
今回は、鶏のから揚げを作ります。
■日時

６月30日（水） 午前10時～ 12時

■場所

健康ふれあいセンター

■参加費

200円

■持ち物

エプロン、三角巾、内履き

■参加定員 10名
■申込期限 ６月28日（月）
■申し込み・問い合わせ
健康福祉課・健康づくり担当

☎46-4111
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令和３年度

成人式のお知らせ

令和３年度軽米町成人式を下記のとおり開催します。対

象者の方へは出席のご案内を送付しますが、案内が届かな
い場合には下記担当までご連絡ください。
■開催日（対象者）

（平成12年４月２日～平成13年４月１日の出生者）

②８月15日（日）

（平成13年４月２日～平成14年４月１日の出生者）
受付
式典

■会場

■その他

※両日とも同じ
９:00 ～

現在介護をしているしていないに限らず、どなたでも参
加できます。興味のある方はぜひお越しください！
参加希望の方は、７月12日（月）までに下記問い合わ
せ先へお申込みください。

①８月14日（土）

■日程

第１回家族介護者教室を開催

■日時

７月16日（金）13:30 ～ 15:00

■場所

防災センター

■内容
①講義「生活習慣病予防について」
講師：二戸保健所

9:40

栄養士

小野

真美

氏

②講義「こころの健康について」

10:00 ～ 11:10

講師：二戸保健所

軽米町民体育館

上席保健師

三浦

紀恵

氏

③福祉用具展示・紹介

成人式の運営について、新成人の皆さまのご意見を反映

するため、
「令和３年度軽米町成人式

新成人運営サポー

ター」を募集します。詳しくは、成人式の案内をご覧くだ
さい。

一緒に「一生に一度の成人式」を盛り上げましょう！

■問い合わせ

教育委員会事務局・生涯学習担当

講師：(有)介護センターカシオペア
福祉用具専門相談員

田口

保昭

■参加費

無料

■参加人数

15名

■問い合わせ

健康福祉課・福祉担当

氏

※先着順
☎46-4736

☎46-4744

Ｂ＆Ｇ海洋プール監視員を募集
スクールサポート支援員を募集

■募集職種 プール監視員（B＆G海洋プールの施設管理）
■業務内容 ○ B＆G海洋センターのプール監視業務

○軽米町民体育館の受付、草刈り作業等

■募集職種 スクールサポート支援員

■業務内容 新型コロナウイルス感染症対策のため増加し

■募集人数 １名

■募集人数 ２名

■雇用期間 雇用日～８月31日（相談に応じます）

ている教員の業務支援

■応募資格 ①現在失業中で求職活動をしている方、また
は雇用期間終了が見込まれる方

■応募資格 特になし
■賃金

時給905 ～ 933円

■勤務時間 土・日・祝日を含めた週２～４日
８:45 ～ 17:15のうち、

②自家用車での通勤が可能な方

■必要資格 普通自動車運転免許

３時間30分～７時間30分

■雇用期間 令和３年８月１日～令和４年３月31日

■申込期限 随時受付

■手当

通勤手当（上限有）、期末手当

■選考方法 個別面接試験（随時実施）

■休暇

①土・日・祝日及び学校の閉庁日

■給料

月額80,928円

※町の規定により支給
②年次休暇

※履歴書を下記担当まで提出してください。

■提出先・問い合わせ

教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

７日

■勤務時間 月曜日～金曜日のうち週４日

８:30 ～ 15:15（休憩45分）

■申込期限 ７月16日（金）必着
■応募方法

①ハローワークから申込む場合

ハローワークから紹介状の交付を受け、履歴書、紹介状

を下記担当まで提出してください。（郵送可）
②直接申込む場合

履歴書を下記担当まで提出してください。（郵送可）

■選考方法 個別面接試験

（軽米町役場で実施

■提出先・問い合わせ

試験日は別途通知）

教育委員会事務局・教育総務担当

☎46-4743

個人番号カードに関する
業務について
①業務休止日

７月６日（火） 13:00 ～

システムメンテナンスのため、個人番号カードに関する
業務を休止します。ご理解いただきますようお願いします。
②休日業務日

７月25日（日） ９:00 ～ 16:00

※休日業務をご利用の際は、事前に電話等で予約をお願い
します。
■問い合わせ

町民生活課・総合窓口担当

☎46-4735

令和３年６月２３日発行

K a r u m a i

広報かるまい

T o w n

N e w s

お知らせ版

E d i t i o n

毎月第２・第４水曜日発行
全
世
帯
配
布

電気柵等設置補助金について
町では、農作物の鳥獣被害防止のため、電気柵・防護柵

393 号 ②
軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

「ドローン講習会」参加者募集
初心者向けのドローンに関する基礎知識と操作方法を、

の購入設置費用の一部を予算の範囲内で補助します。

講義と実技を通して学びます。

■補助対象者

■日時

町内に住所・農地を有し、継続的に農産物を生産してい
る農業者で町税の滞納がない方
■補助金額

７月10日（土）
午前の部

10:00 ～ 12:00

午後の部

13:30 ～ 15:30

■会場

軽米町民体育館

■講師

ドローンスクール

■申請書類

■対象

一般町民

①軽米町電気柵等設置補助金交付申請書

■定員

午前の部・午後の部

②見積書

■参加料

無料

⑤同意書（土地所有者が申請者と異なる場合）

■持ち物

内履き用運動靴、筆記用具

※購入設置する前に申請を行ってください。

■申込締切 ７月２日
（金）
※定員になり次第締め切ります。

※予算に限りがありますので、お早めにご相談下さい。

■問い合わせ・申し込み

電気柵等の購入設置費用の２分の１（上限10万円）

③位置図

■問い合わせ

④設置予定場所の写真

産業振興課・農林振興担当

☎46-4740

岩手金ヶ崎校
各20名程度

教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

