今回の「お知らせ版」は１枚です。
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高齢者教室「寿大学」

町の臨時職員を募集します

第５回講座のお知らせ

幼稚園教諭

職
種
作業内容

【日 時】８月１８日（火）１０：３０～１２：００
【テーマ】高齢者のための交通安全教室
講師：二戸警察署交通課
二戸警察署軽米駐在所
【会 場】農村環境改善センター（役場となり）

クラス担当、教育カリキュラム・指導
計画の作成、行事企画などの補助

募集人員

１名

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
②軽米町に臨時職員で雇用され、期間満了か
応募条件
ら１ヵ月を経過している方
③幼稚園教諭免許、保育士資格所有者
④年齢不問
雇用期間
賃

金

雪谷川「夢灯り」の開催について
豪雨災害から１６年が過ぎました。
軽米町自治公民館連絡協議会では、地域づくり・絆の大
切さなどの思いをこめた「夢灯り」を開催します。
皆さま、ぜひご来場ください。

平成２７年９月１日～平成２８年３月３１日
日額６，５８０円～８，５００円
通勤距離２ｋｍ以上の場合は通勤手当支給

勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分（休憩６０分）
休

日

原則として、土曜日、日曜日、祝日、年末年始
（行事などにより変更あり）

加入保険
試験方法

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
個人面接

試 験 日

８月下旬予定
詳細は応募者に対し別途連絡します

申込期限

８月２０日（木）午後５時必着

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

【日時】９月２６日 ( 土 ) １６：００～２０：００
【会場】防災センター付近（予定）
【内容】①各種団体、一般参加者による「夢灯り」の設置
と鑑賞
②各自治公民館出店による自慢の郷土料理、創作
料理の試食
※開催当日に使用する「夢灯り」の貸出用の容器もありま
すので、どなたでも自由に参加できます。

①ハローワーク二戸（二戸公共職業安定所）に
求職者登録をして紹介状の交付を受ける。
申込方法
②市販の履歴書に写真を貼付し紹介状ととも
に担当グループへ提出。（郵送可）

【この枠内の問い合わせ先】
軽米町自治公民館連絡協議会
教育委員会事務局・生涯学習グループ
（☎４６－４７４４） FAX ４６－３０５０

【問い合わせ先】教育委員会事務局
教育総務グループ（☎４６－４７４３）

書館
町立図

８月のテーマ図書展

お盆の開館時間について

今月は２大テーマで３０日まで開催中です！！

８月１４日（金）の閉館時間を午後５時とします。
なお、１５日（土）、１６日（日）は通常どおり、
午前９時から午後５時まで開館します。

『おばけぞろぞろ』
夏におばけは旬なネタ！涼しくなるからというのが理由
らしいけど、みんなもこの際だからおばけの本を読んで試
してみては？

【問い合わせ先】
町立図書館（☎４６－４３３３）

『戦後７０年－記憶と祈り－』
戦後７０年、悲惨な戦争の記憶が薄れつつある今だから
こそ、多くの皆さんに平和についてもう一度考えてもらい
たいのです。戦争と平和に関する本をご用意しました。
どうぞ、ご利用ください。

町民バスの運休のお知らせ
８月１４日（金）～１６日（日）は、
お盆期間のため、町民バスは運休となります。
ご注意ください。

国体開催まで
軽米町は、野球競技（一般）
の会場地です。
あと４４４日

【問い合わせ先】総務課
企画グループ（☎４６－２１１１）
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裏面もご覧ください

平成２７年８月５日発行
受講料無料！

二戸地域雇用創造協議セミナーのご案内

刈払機・チェンソー講習

「農業基礎知識の習得」セミナー

刈払機・チェンソーの安全衛生教育を行います。
受講者には修了証を交付します。

農業関連産業への就職を目指す方などに農業や果樹の基
礎知識を学んでいただきます。

【日時】８月２４日（月） ９：００～１６：００
８月２５日（火）
８：３０～１７：３０
２６日（水）
【場所】二戸地域職業訓練センター（米沢）
【対象】求職者、創業予定者など
【定員】１０人（定員になり次第締め切ります）

【日時】８月２４日（月）１３：００～１７：００
【場所】ＪＡ新いわて二戸農業技術センター（石切所）
【対象】求職者、創造予定者など
【定員】１５人（定員になり次第締め切ります）

｝

【問い合わせ・申し込み先】二戸地域雇用創造協議会
（なにゃーと３階 ☎２３－７３５０）
ＵＲＬ：http://www.na-epc.jp/

※各セミナーの詳しい情報はホームページをご覧ください。

お盆期間中のごみの収集について

第３３回「けいりょう」
強調月間標語を募集します

ごみの収集は、８月１３日（木）・１４日（金）も平常
どおり行います。
該当する地区の方は、当日の朝、８時３０分までに所定
の場所へ出してください。

計量記念日（１１月１日）と計量管理強調月間（１１
月）に関連して、一層の計量に関する知識の普及・啓発を
図るため「けいりょう」強調月間標語を募集します。

【問い合わせ先】町民生活課
町民生活グループ（☎４６－４７３４）

【募 集 締 切】９月１８日（金）
【審査・表彰】
入賞作品（７点）を選び、岩手県知事賞などの表彰や
副賞を贈呈します。
【応 募 要 項】
①作品は、未発表のもので計量・計測、環境保全に関係
するもの。
②岩手県在住の方は誰でも応募可能。
③応募は、官製ハガキ、封書、ＦＡＸまたはＥ-mailで
何点でも併記してください。
④応募作品には、住所・氏名・年齢・職業・電話番号を
必ず記入ください。
⑤作品は返却しません。なお、作品についての著作権は
一般社団法人計量計測技術センターに帰属します。

１日行政相談を開催
【期日・場所】８月１９日（水）軽米中央公民館
【受 付 時 間】１０：００～１５：００
  １２：００～１３：００までを除きます。
【相 談 員】行政相談委員 西山 武男さん
【相 談 内 容】行政（国、県、市町村）や独立行政法人な
どの仕事・手続き、サービスなどについて要
望や不満などをご相談ください。
【問い合わせ先】総務課・総務グループ（☎４６－２１１１）

【問い合わせ・応募先】
〒０２０－０８４６
盛岡市流通センター北一丁目８番１０号
一般社団法人計量計測技術センター
（☎０１９－６３９－０９０９）
FAX：０１９－６３９－０９１０
E-mail：info@kryo.jp

募集
者
参加

森林ウォーキングｉｎ折爪岳
折爪岳で森林浴をして心身ともにリフレッシュしましょう。

【開催日時】８月３０日（日）９：００ 役場前集合
※無料バスを運行します
【内
容】・ガイドウオーク（岳の白滝見学）
・昼食（ミレットプラザ）
・そば打ちコース、魚釣りとピザ焼きコース
にわかれて体験します。
【参 加 料】大 人：１,０００円（中学生以上）
子ども： ５００円（小学生）
【応募人数】先着３０名
【申込方法】住所、電話番号、氏名、年齢を電話やメール
でご連絡ください。
【申込期限】８月２４日（月）１７：００まで

軽米病院お盆期間中の休診について
○お盆期間中は下記のとおり休診いたします。
日 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日
科
（水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）
内 科
－
－
小児科 診療

休診

休診

外 科
精神科

－

－

－

－

－

－

－

－

休診

診療

－

－

◎登山道ウオークに適した服装、履き物でご参加ください。
ただし、救急の患者様は、いつでも診療いたします。
【問い合わせ・申し込み先】産業振興課
商工観光グループ（☎４６－４７４６）
mail：sangyoshinkou@town.karumai.iwate.jp
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【問い合わせ先】岩手県立軽米病院
（☎４６－２４１１）
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表面もご覧ください

