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植物工場でレタスの直接販売

旧笹渡中学校校舎を活用して、レタスの栽培生産が行
われています。また、地域の皆様にも広く利用していた

だくため、工場で直接販売を行っています。
植物工場の完全閉鎖型で栽培されたレタスは、無農薬
で水耕栽培されたもので、新鮮さと苦味やえぐみが少な

さが特徴です。
ぜひ、地域の皆さんでご利用ください。
■日時 毎週土曜日 10：00～15：00

■場所 植物工場「レタスの学校」(旧笹渡小中学校)
■問い合わせ サンメディックス軽米工場 ☎45-2270

初心者向け「カメラ教室」

初心者向けのカメラの操作方法や撮影のコツなどを、講義と実技を
通して学びます。参加費は無料です。

■日 時 ９月29日(土) ９：00～12：00
■会 場 町防災センター
■持ち物 デジタルカメラ（コンパクトデジタルカメラ、

９月15日(土)
９月16日(日)
		
		
９月17日(月)
■お願い

だけですでに５例の発生が確認されています。
また、９月８日には岐阜県で豚コレラが確認されました。
中国の発生地では、すでに封鎖、全ての豚の淘汰、無害化処理、消
毒等の緊急対応の措置を講じ、全ての豚、感受性動物および畜産物が
封鎖区域へ出入りすることを禁止しています。
また、岐阜県では９月10日から豚コレラの防疫対応をすることと
しております。

しかし、中国からのアフリカ豚コレラの伝染・発生と国内での豚コ
レラの蔓延が懸念されていることから、養豚農家および関係者の方は
侵入防止対策の一層の強化および異常豚発見時の家畜保健衛生所への
早期通報の徹底をお願いします。
発生予防及び蔓延防止対策の徹底について
（養豚農家及びその家族、関係者の方へ）

①農場内へ必要のない人を立ち入らせず、人および物の出入りにあた
っては、消毒を徹底すること。
②アフリカ豚コレラ等が発生している国への渡航を自粛すること。仮
に渡航した際は発生国から帰国後１週間はウィルスを伝播させる可
能性のある人および物品を農場に近づけないこと。
③生肉を含む（又は含む可能性がある）飼料を給与する場合は、加熱

処理（摂氏70度以上で30分間以上又は摂氏80度以上で3分間以上）
が適切に行われたものを用いること。
④アフリカ豚コレラを疑う症状を確認した場合、直ちに家畜保健衛生
所に通報すること。
⑤良好な畜舎環境の維持と飼養衛生管理の徹底に努めること。
※詳しくは、お近くの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
■問い合わせ
岩手県県北家畜保健衛生所 ☎49-3006 FAX 49-3008
軽米町役場産業振興課・農林振興担当 ☎46-4740

八幡宮例大祭 		
神輿渡御、山車運行

13：00～
15：00～19：00

消防演習 		
軽米音頭流し踊り

７：30～12：30
17：00～20：00

神輿渡御、山車運行

15：30～19：00

(軽米小マーチングバンド)

お願いします。

・今年の軽米音頭流し踊りは、蓮台野(軽米タクシー前)～新町(リカー＆フ
ーズこばやし前)となりますので、観覧の際はご注意ください。

・臨時駐車場として、かるまい交流駅(仮称)予定地もご利用いただけます。
・期間中は時間帯により、交通規制が行われますのでご協力をお願いします。

交通規制の時間帯は、路線バスも迂回運行となりますので、臨時バス停のご

利用をお願いします。詳しくはチラシをご覧ください。

■問い合わせ

軽米秋まつり実行委員会事務局 ☎46-4746

（平成30年度 秋の農作業安全運動スローガン）

『まずはワンチェック、
ワンアクションで農作業安全』

■申し込み 教育委員会事務局・生涯学習担当 ☎46-4744

今年８月３日に中国で、アフリカ豚コレラの発生が確認され、８月

軽米秋まつりのお知らせ

・流し踊りや神輿・山車運行時は、沿道の皆さんの照明や観覧のご協力を

一眼レフカメラなど、参加者が持っているもの）
■講 師 軽米写真館 大村一徳氏
■申込締切 ９月25日(火)

中国でアフリカ豚コレラが発生

軽米町役場 総務課 編集
電話 46-2111 ／ FAX 46-2335

９月15日～11月15日まで秋の農作業安全
月間です。
秋の農繁期には、早めのライト点灯や、ゆ
とりある作業を心がけ、農作業事故防止に努
めましょう。

嘱託職員（介護職員）を募集

介護職員を募集します。勤務場所は、健康ふれあいセンターです。
■募集職種
介護職員兼運転手(１名)
■業務内容
通所介護送迎車の運転、清掃等車両管理、移動介助、
入浴介助、排泄介助など（状況によっては、訪問介護

■雇用期間
■賃
金
■就業時間
■加入保険
■必要資格
■試験日
■申込方法
■申込先

業務に従事していただくこともあります）
採用日～平成31年３月31日まで
月額139,100円～149,600円

※通勤距離が２キロ以上の場合は、通勤手当を支給します。

月曜日～金曜日
８：30～17：15分の間の６時間(早番、遅番あり)

※週５日勤務、土日祝日休み

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金

①介護職員初任者研修修了者またはヘルパー２級以上
の免許を有する方(年齢不問)
②普通自動車免許
後日、面接日などの詳細をお知らせします。
市販の履歴書(写真貼付)、安定所紹介状、資格証の写し

を健康ふれあいセンターまで提出してください。(郵送可)

〒028-6302 軽米町大字軽米2-54-5
軽米町健康ふれあいセンター ☎46-4111
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臨時職員を募集します

町の臨時職員を募集します。

募集職種

一般事務

業務内容

各種届出受付、システム入力業務、来庁者への 児童福祉施設その利用児童支援および健康福祉
一般廃棄物（ごみ）の収集運搬
対応および電話の取次ぎなど
課での事務補助

募集人員
勤務場所
募集要件
雇用期間
就業時間
賃金

児童支援補助員

２名

１名

健康福祉課

１名

健康福祉課（軽米児童クラブ・ピヨピヨ広場）

・普通自動車運転免許所有

・パソコン操作が可能（ワード、エクセル）

10月1日～平成31年3月31日：１名
10月1日～平成30年11月30日：１名
8：30 ～ 17：15

原則として土曜、日曜、祝日が休日

試験日

申込方法
問い合せ

・町内在住で、健康状態良好な方

10月1日～平成31年3月31日

土曜日が勤務の場合は、平日に休みとなります。

申込期限

町内

・中型自動車運転免許（８ｔ限定以上）※AT限定不可

7：15 ～ 18：30のうち7時間45分

日額5,870円～ 6,830円

加入保険

※通勤手当あり

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金

８：15 ～ 16：30

一週間のうち４日間の勤務

月額165,600円

9月21日(金)

9月27日(金)

面接試験

ハローワーク二戸（二戸公共職業安定所）に求職者登録し、紹介状の交付を受け、履歴書に写真を貼付し、
紹介状、免許証の写しとともに担当課へ提出する。
健康福祉課

福祉担当☎46-4736

軽米高家太陽光発電事業住民説明会

高家地区で計画されている、再生可能エネルギー
発電事業（メガソーラー）について、町民の皆さん

軽米高校 創立70周年
記念式典 記念講演会のお知らせ

【〆切 10月１日(月)】
１ 記念式典：10月20日(土) 軽米高校第一体育館
記念式典
13：00～14：00

①９月26日(水) 18：30～ 高家生活改善センター
②９月27日(木) 18：30～ 農村環境改善センター
■問い合わせ

記念講演会 14：20～15：50
講師 小林さやか氏

『学年ビリのギャルが１年で偏差値を40あげて慶應大学に現役合格した話』

再生可能エネルギー推進室 ☎46-2111

（坪田信貴著） 通称ビリギャルのご本人です。

「ハーバリウム手芸教室」参加者募集

ハーバリウムとは、「植物標本」という意味で、専用のオイルにド

ライフラワーやプリザーブドフラワーを詰めて保存するものです。お
部屋のインテリアにみなさんと一緒に作ってみませんか。
■日 時 10月３日(水) 10：00～12：00
■会 場 軽米町立図書館
■対 象 一般
1,000円
先着15名

■持ち物 ピンセット（お持ちの方）
■申込期限 ９月25日(火)
		
■申込先 町立図書館 ☎46-4333

町民生活課・町民生活担当☎46-4734

いずれも、下記までお申し込みをお願いいたします。

に理解を深めていただくため、事業者主催の住民説
明会が開催されます。
■日時・会場

■材料費
■定 員

廃棄物収集運搬作業員兼運転手

※高さは13cm程度

２ 記念祝賀会：10月20日(土) 瀧村屋
会費 4,000円
３ 記念誌：60周年記念誌以降の10年分の記録 12月発行予定
記念誌代 2,500円

■申込先 軽米高校（副校長）
松場 喜美夫（まつば きみお）
☎46-2320

千本松遺跡の発掘調査を公開します

縄文時代の環状配石遺構がのこっている千本松（せんぼんまつ）遺跡
について、本年度の内容確認遺跡の成果について現地で公開します。
今年は、環状配石遺構の南西端の大きな石が埋められた様子とその配
石の周りがどのように使われていたかを確認しています。

自賠責

切れていませんか？

自賠責保険・共済は、自動車賠償保障法に基づき、原動機付自動車
を含む全ての自動車に加入が義務付けられており、自賠責保険・共済
なしで運行することは法令違反にあたります。
また、自賠責保険・共済は、交通事故加害者の賠責責任を担保する
ことで、被害者の基本的な賠償を保障するし、被害者の救済を目的と
する制度です。
一人一人が、より自賠責制度の役割や重要性、
保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理
解・認識することが大切です。

■日時 ９月25日(月)
■時間 13：00～15：00
現地にて調査員が臨時説明します。
※公開日以外に、調査現場へ勝手に入る
ことはご遠慮ください。また、当日は

準備等がありますので、公開時間以外
には応対出来かねます。ご了承ください。

■場所 軽米町大字山田 町指定天然記念物「山田の千本松」
※ハートフルスポーツランド入口より町道を300mほど進むと、左手に
「山田の千本松」という白い標柱がありますので、左の小道を登って
ください。
※歩きやすい履き物でお越しください。
■問い合わせ 教育委員会事務局・生涯学習担当

☎46-4744

