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スマートフォン講習会（無料）
　スマートフォンの基本操作を学ぶ講習です。60歳以上
でシルバー人材センターの会員でない方が対象です。
■日　時　11月21日(木)　９:30～16:30
■会　場　久慈グランドホテル
■定　員　20人
■申込方法
シルバー人材センター連合会ホームページから申込書をダ
ウンロードしてＦＡＸで送付（FAX 019-621-8672）
■申込締切　11月20日(水)
■問い合わせ　町シルバー人材センター　☎46-2881

ミレットパーク展望施設一般見学会
　ミレットパークに軽米西・東ソーラーを一望できる展望
施設が完成します。正式なオープンは来年４月ですが、そ
の前に一般見学会を行います。参加費は無料です。
■日　時　12月4日(水)　10:00～14:00
■場　所　ミレットパーク展望施設
　　　　（ミレットパーク：ミレットプラザのとなり）
■施設概要
・木造平屋建て、53㎡、展望ガラス張り。
※送迎バスはありません。自家用車などでお越しください。

安全のため防寒着・滑り止めの靴などでご参加ください。

■問い合わせ　再生可能エネルギー推進室　☎46-2115

　１本の電話で救われる子どもがいます。児童
虐待かもと思ったらすぐにお電話ください。
◆児童虐待とは…？
身体的虐待　殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さ
　　　　　　ぶる、やけどを負わせる、溺れさせる　など
性的虐待　　子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポ
　　　　　　ルノグラフィの被写体にする　など
ネグレクト　乳幼児を家に残して外出する、食事を与えな
　　　　　　い、不潔にする、自動車の中に放置する、病
　　　　　　気になっても病院に連れて行かない　など
心理的虐待　言葉による脅し、無視、きょうだい間での差
　　　　　　別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴
　　　　　　力をふるう(ＤＶ)　など
◆虐待に気づくきっかけ
○子どもについて　　　　　・家に帰りたがらない
・不自然な傷や打撲のあとがある
・衣服や家が極端に不衛生　・表情が乏しい、活気がない
・子どもだけで長時間過ごしている
○親について
・親族や地域と交流がない
・小さい子どもを家に残したまま外出している
・子育てに関して拒否的・無関心である
・子どものけがについて不自然な説明をする
「しつけ」が行き過ぎると虐待に当たることもあります。
※令和２年４月１日より、児童虐待の防止等に関する法律
が改正されることにより、親権者が子どものしつけに際し
て体罰を加えてはならないことが明文化されます。
■連絡先　健康福祉課　☎46-4736
児童相談所全国共通ダイヤル　☎189（いちはやく）

11月は「児童虐待防止推進月間」

　入場は無料です。お気軽にご来場ください。
■日　時　11月19日(火)　９:00 ～ 18:00
　　　　　11月20日(水)　９:00 ～ 18:00
■会　場　中央公民館
■内　容　岩手芸術祭美術展の上位入賞作品の展示
■種　目　日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、書道、写真、
　　　　　デザイン、現代美術、水墨画
■問い合わせ　
教育委員会事務局・生涯学習担当　☎ 46-4744

岩手芸術祭巡回美術展の開催
■講　演　
高橋克彦氏(小説家)と村松文代氏(アナウンサー )による対談
■演　題　「北の炎（ほむら）」
■日　時　11月16日(土)　14:00 ～ 15:30
　　　　　（開場　13:15 ～）
■会　場　二戸市民文化会館　中ホール
■入場料　無料（定員400人）
■問い合わせ　
軽米町議会事務局　☎46-4745

カシオペア連邦議会議員協議会
設立25周年記念事業
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　入場料は無料です。どなたでもご参加いただけます。
■日　時　11月30日(土)　14:10～16:30　
■会　場　いわて県民情報交流センター「アイーナ」７階
　　　　　小田島組☆ほ～る
■内　容
・表彰式　　・食育実践活動事例発表
・基調講演「楽しく食べて、元気な子どもに！～県民が支える食育活動～」

講師：青森県立保健大学・理事、健康科学部栄養学科・教授　

　　　吉池信男氏

■申込方法　事前の申込が必要です。電話等で、氏名、性
別、年齢、住所、電話番号、参加人数をお知らせください。
■申込期限　11月25日(月)
■申込先・問い合わせ　県庁  県民くらしの安全課
☎019-629-5385　メール：AC0009＠pref.iwate.jp

岩手県食育推進県民大会

　認知症とその食事について、また糖尿病についてもお話
します。参加費は無料です。
■日　時　11月27日(水)　13:30～15:00 
■会　場　健康ふれあいセンター
　　　　（県立軽米病院　１階　言語集団療法室）
■内　容　
・講義＆相談
「認知症について考えよう～おいしく豊かな食事に向けて～」

　講師：岩手県立軽米病院　認知症認定看護師　山田知弘氏

・クイズ「糖尿病と合併症について」
　講師：岩手県立軽米病院　糖尿病療養指導士　近藤佳代子氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗生由香里氏

■申込先・問い合わせ
健康福祉課・福祉担当　☎46-4736　FAX:48-1061

第２回家族介護者教室

　認知症や障がいなどにより、判断能力が十分でない方の
財産管理や福祉サービスの利用契約などの支援を行ってい
ただく、地域の「成年後見人」を養成します。
■日　時　（原則毎週木曜日の9:00 ～ 16:00）
12月19日(木) ～令和２年2月20日(木)のうち、全８日間
■会　場　軽米町役場３階　会議室 
■内　容　成年後見人として活動するための基礎等の講座
■対象者　
二戸地域に居住する年齢25歳以上で講座修了後成年後見
人として活動できる方
■受講料　無料　　　　
■申込期限　11月15日(金)
■申込先・問い合わせ
NPO法人カシオペア権利擁護支援センター　☎43-3042

二戸地域成年後見人養成講座 
受講者の募集

　２万円以上の薪ストーブまたはペレットストーブ等を購
入し設置する際、予算の範囲内で補助金を交付します。
　ストーブ等を購入設置する前に、補助金申請を行ってく
ださい。補助は提出された申請書等を審査し決定します。
■補助率　費用の２分の１以内（限度額10万円）
■対象期間　令和２年３月31日まで
■問い合わせ　 産業振興課・農林振興担当　☎46-4740

薪ストーブ等の購入に補助金

　令和元年台風19号で被災された県内の方々を支援する
ことを目的に義援金を募集します。町社会福祉協議会では、
施設内に義援金の受付窓口を設置しています。
　金融機関を利用する場合の振込口座は以下のとおりです。
①岩手県共同募金会を通じて義援金を振込む場合

（受付期間）令和２年３月31日(火)まで
　〇金融機関　岩手銀行　本店
　〇口座番号　普通　2292155
　〇口座名義　社会福祉法人岩手県共同募金会令和元年　
　　　　　　　台風第19号災害義援金　会長　長山洋
②日本赤十字社岩手県支部を通じて義援金を振込む場合

（受付期間）令和２年３月31日(火)まで
　〇金融機関　岩手銀行　本店
　〇口座番号　普通　0500445
　〇口座名義　日本赤十字社岩手県支部　支部長　達増拓也
■問い合わせ　町社会福祉協議会　☎46-2881

台風19号災害の義援金を募集
　移動献血車「まごころ号」による献血を行い
ます。献血バスでは、400ｍｌ献血のみのご協
力をお願いしています。
　献血は命を救えるボランティアです。たくさんの皆様方
の温かいご協力をお願いします。
■日時・会場　11月19日(火)　
　　　　　　　10:00～11:30　役場地域整備課車庫前
　　　　　　　13:00～14:00　　　　　〃
　　　　　　　15:00～16:30　健康ふれあいセンター
■問い合わせ　
健康福祉課・健康づくり担当　☎46-4111

献血バスがやってきます
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　町商工会青年部では、町内の商工業者の協賛により「軽

米町電話帳」を作成し、町と協力して町内全世帯に無料配

布しています。新しい電話帳の発刊を予定していることか

ら、皆様からのご協力をお願いします。

　氏名、住所、電話番号などに変更や記載漏れがある場合
には、現在お使いの電話帳の中に綴じこんである「記載事
項変更追加はがき」に記入のうえ、11月29日(金)までに
町商工会までお届けくださるようお願いします。
　なお、本電話帳はNTT発刊の電話帳とは関係ありませ

んので、NTTに電話番号などの変更届を行っても本電話

帳の変更になりません。このため、氏名や電話番号等に変

更がある場合には、必ず「記載事項変更追加はがき」を提

出いただきますようお願いします。

　より便利な電話帳になるよう、皆さんのご理解とご協力

をお願いします。

町商工会青年部による電話帳の更新に伴い

電話番号などの変更をお知らせください
■発刊予定　令和２年３月～４月

■商工業者の皆様へ
　前回の電話帳に広告掲載されていない事業者様や新たに

創業された事業者様におかれましても今回の電話帳で新た

に広告掲載できますので、ご連絡ください。

■取得した情報の利用目的について
　今回取得・保有した情報（氏名・電話番号・行政区）は

電話番号の重複、相違、変更等があるか、ご本人から確認

するために利用するもので、それ以外の目的には利用いた

しません。

　また、電話帳に記載しない場合にも、必ずご連絡をお願

いします。

■問い合わせ　
軽米町商工会青年部事務局　☎46-2711　FAX 46-3459

　年齢は不問で、勤務場所は健康ふれあいセンターです。
■職種内容　デイサービス送迎車の運転手（１名）
■雇用期間　12月１日～令和２年３月31日まで
■賃　　金　時給1,187円
■就業時間　週１日程度（以下①＋②で３～４時間程度）
　　　　　　①８:15 ～ 10:00　②15:15 ～ 17:15
■申込方法　
市販の履歴書、免許証の写しを健康ふれあいセンターに提
出してください（郵送可）。
■提出期限　11月22日(金)正午まで
■申込先・問い合わせ　
〒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

日々雇用職員を募集
■募集職種　一般事務(医療費給付事務)
■募集人員　１人
■必要資格　・普通自動車運転免許
　　　　　　・パソコン操作(ワード・エクセル)が可能
■雇用期間　採用した日～令和２年３月31日
■賃　　金　日額 6,150円～ 6,830円
■通勤手当　通勤距離が２㎞以上の場合支給
■加入保険　雇用保険、公災保険、健康保険、厚生年金
■就業時間　８:30 ～ 17:15
■申込期限　11月７日(木)16時まで　※試験日は11月11日

■申込方法　ハローワーク二戸で紹介状の交付を受け、履
歴書、紹介状、免許証の写しを町民生活課に提出する。
■問い合わせ　町民生活課　☎46-4734　

町の臨時職員を募集
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　町内小中学校では、11月20日(水)から25日(月)までの
６日間、ノーメディア週間に取り組みます。目的は、各家
庭でノーメディア時間を設定することで家庭での会話を増
やし、読書や学習への意欲と集中力を高めるためです。ご
家庭でのご協力をよろしくお願いします。
■各学校の取り組み
　◎軽米小学校　　
　・ノーメディアの時間を平日２時間以上。
　・ただしゲームは30分以内。
　・休日のノーメディアの時間は３時間以上。

　◎小軽米小学校　
　・親子読書の取り組みと一緒に実施。
　・テレビ・ゲーム等の視聴・使用時間を１日２時間以内。

　◎晴山小学校　　
　・「家族で健康チャレンジウィーク」という取り組みの
　　中で、毎日２時間のノーテレビ・ノーゲーム。
　・２時間の時間は、家族で話し合って決定。
　・早寝・早起き・読書・運動・手伝いにも取り組む。

　◎軽米中学校　　
　・ノーメディアでテスト勉強。
　・メディア利用時間は１日２時間以内。

※メディアは、テレビ、ゲーム、パソコン、タブレット、 
　ＤＶＤ、　携帯電話、スマートフォ　ンなどの電子機器
　としています。
※取り組み期間は、各学校により前後する場合があります
　のでご確認ください。
■問い合わせ　
軽米小学校(小笠原)　☎46-2614　
小軽米小学校(平)　　☎45-2312
晴山小学校(小林)　　☎47-2214　
軽米中学校（太田）　  ☎46-2414

ノーメディア週間のお知らせ

■日　時　12月26日(木) 　18:30 ～ 20:30
■会　場　岩手県議会議事堂
■内　容
・県議会議事堂を探検しよう
・県議会議員とのふれあいトーク　
・県議会クイズ　など
■対象者
県内の小学校に通う５・６年生の児童と保護者

（20組40人まで、先着順）
■応募方法
親子の氏名、子どもの小学校名・学年、電話番号を記載の
上、次のアドレスに応募ください。
→gikai@pref.iwate.jp
■募集期間　11月15日(金) ～ 11月29日（金）まで
※詳しくは「いわて県議会ホームページ」をご覧ください。

冬休み！親子県議会教室

　“心を揺さぶる”朗読会を開催します。託児
も行いますので、お子様連れの方もごゆっく
り鑑賞いただけます。
■日　時　11月15日(金)  18：30開演（18時～開場）
■会　場　中央公民館
■協力金　大人８００円（高校生以下は無料）
■内　容　○第１部　児童による朗読劇
　　　　　○第２部　「母と暮せば」
　　　　　　　　　　山田洋次/著、井上麻矢/著
■朗読者　樹原ゆり 氏　高橋和久 氏
■問い合わせ・チケット取扱所
教育委員会事務局・生涯学習担当　☎46-4744
町立図書館　☎46-4333

第12回かるまい朗読会


