行事の内容など、詳しくは主催団体などにお問い合わせください。
【掲載依頼】掲載希望は発行月の前月10日までにご依頼ください。
掲載は、主催団体などを所管する市の担当課を通じ、依頼のあった記事を

盛岡北部行政事務組合では、第
８期介護保険事業計画案について
意見を募集しています。
計画案は、同組合ウェブサイト
または市健康福祉課の窓口で閲覧
できます。
■応募期限 １月1₈日㈪
■応募方法 郵送、ファクス、E
メール、持参のいずれか
■問い合わせ先 同組合
（☎ 74︲
２716）、市健康福祉課高齢福祉係
（☎・内線10₈3）

技術と経験を生かす
シルバー人材募集中

市内を聖火が駆け抜ける
運営ボランティアを募集

十和田八幡平国立公園
魅力あふれる写真展示

（公社）
市シルバー人材センター
では、
登録会員を募集しています。
■要件 原則60歳以上で働く意
欲のある人
■年会費 ２,500円
■問い合わせ先 同センター（☎
6₈︲7₈47）

東京２0２0オリンピック・パラリ
ンピック聖火事業等県実行委員会
では、オリンピック聖火リレー運
営ボランティアを募集しています。
■応募資格 平成1₈年４月１日
以前に生まれた人
■活動日時 ６月16日㈬から1₈
日㈮までのいずれかの日の午前
7時ごろから午後９時ごろまで
のうち４時間程度
■活動場所 県内で聖火リレー
が実施される市町村のいずれか
■活動内容 聖火リレールート
の沿道整理、セレモニー会場や
会場周辺の観客整理など
■応募方法 QRコードから県ウェ
ブサイトにアクセ
スまたは市地域振
興課スポーツ推進
係窓口の応募用紙
■応募期限 １月31日㈰
■問い合わせ先 同実行委員会
事務局
（☎019︲6２9︲6496）

十和田八幡平国立公園で活動
する環境省職員（アクティブレン
ジャー）
が、
日ごろの業務の中で撮
影した写真を展示します。身近な
場所の豊かな自然を、職員の視点
を通して感じてみませんか。
■期間 １月15日㈮から２月４日
㈭まで
■場所 市役所結のひろば
■問い合わせ先 同公園盛岡管理
官事務所
（☎019︲6２1︲２501⎠

◆掲載文は市に一任していただきます。
◆営利目的の企業や団体からのお知らせは、広告枠をご利用ください。

子育て相談・援助の
アドバイザーを募集
たからっこ広場（大更学童保育
クラブ内）
で勤務する３年度子育
てアドバイザーを募集します。
■業務内容 子育てに関する相談
や援助など
■応募資格 普通自動車運転免許
■勤務日 月曜日から土曜日まで
※水曜日を除く
■応募期限 ２月５日㈮
■問い合わせ先 （特非）
あそぼっ
こ
（☎6₈︲7677）

国の平和と安全守る
自衛官候補生を募集
自衛隊では自衛官候補生の採用
試験を行います。
■申し込み資格 入隊予定月の１
日現在で1₈歳以上33歳未満の人
（学歴・資格は不問）
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「国の教育ローン」
は高校・短
大・大学・専修学校や外国の高
校・大学などに入学・在学する子
どもを持つ家庭を対象とした、公
的な教育資金の融資制度です。
■資金の使途 入学金、授業料、
教科書代、アパートやマンション
の敷金・家賃など
■融資額・金利 子ども１人当た
り350万円以内、
年1．6₈％固定金利
■返済期間 15年以内
■問い合わせ先 教育ローンコー
ルセンター（☎0570︲00₈656、
03︲
53２1︲₈656）

■入隊予定 ３月下旬から４月
上旬
■試験日 ▶従来試験
（ペーパー
テスト）
＝１月31日㈰▶ウェブ試
験＝１月19日㈫から２₈日㈭まで
■申込期限 １月1₈日㈪まで
◎採用相談会を開きます
防衛省で仕事をするための、さ
まざまな疑問を解決します。
■日時 １月16日㈯午前10時か
ら午後３時まで
■場所 大更コミュニティセンター
◎問い合わせ先 自衛隊岩手地方
協力本部盛岡募集案内所
（☎ 019︲
641︲5191）

◆掲載の確約および採否の連絡はいたしかねます。

３年度に学童保育クラブで勤務
する職員を募集しています。男女
は問いません。
■業務内容 小学生の見守りや育
成など
■応募資格 普通自動車運転免許
■勤務場所
（学童保育クラブ）
❶大更❷大更第二❸東大更❹平笠
❺田頭❻平舘❼寺田❽松野❾寄木
❿柏台⓫あしろ⓬田山
■勤務日 月曜日から土曜日まで
■応募期限 ２月５日㈮
■問い合わせ先 ❶～❹＝
（特非）
あそぼっこ
（☎6₈︲7677）、❺～⓬
＝（特非）
七時雨いきいきネット
ワーク
（☎77︲２750）

高校・大学などの教育費
国の教育ローンの利用を

(公財）
県学生援護会では、岩手
県学生会館（学生寮・東京都豊島
区）
の入寮生を募集します。
■応募資格 大学院
（修士課程）
、
大学、短期大学、専修学校
（専門課
程）
に通学する県出身者
募集人員
■
男子２２人、女子1₈人
■寮費 月額８万円
（朝夕２食付
き）
、入寮時費用10万円など
■選考方法 応募書類で選考
■選考日・申込期間 ▶選考日＝
❶２月15日㈪❷３月1２日㈮▶申
込期間＝❶１月２0日㈬から２月
10日㈬まで❷２月16日㈫から３
月９日㈫まで ※❶は、選考日ま
でに進学先が決定する人のみ
■応募方法 同会館ウェブサイト
で確認
■問い合わせ先 同会館（☎03︲
397２︲47₈3）

優先します。

学童保育クラブで
勤務する職員募集

岩手県学生会館では
入寮生を募集します

無料の労働相談会で
労使トラブルを解決
県労働委員会では、出前無料労
働相談会を開きます。パワハラ、
セクハラ、解雇、減給など労働問
題全般の相談に応じます。
■日時 ２月２0日㈯午後１時から
４時まで ※予約優先。当日の受
け付けは午後３時まで
■場所 アイーナ7階
■その他 感染防止のため中止す
る場合があります。開催の有無は３
日前までに問い合わせてください。
■予約・問い合わせ先 同委員会
事務局
（☎01２0︲610︲797）

介護保険事業計画案に
意見を募集しています

防災への知識を深めて
災害時に備えましょう
毎年１月15から２1日までは
「防
災とボランティア週間」
です。
災害
時におけるボランティア活動や防
災活動への認識を深めると共に、
災害が発生した場合の避難場所の
確認や防災用品の準備など、災害
に対する備えを確認しましょう。
■問い合わせ先 八幡平消防署
（☎76︲２119）

公的年金の源泉徴収票
１月中旬から送付開始
日本年金機構では、令和２年分
の公的年金などの源泉徴収票を１
月中旬から順次送付します。送付
対象は、老齢・退職を事由とする
年金を受給している人全員です。
障害年金や遺族年金は、非課税所
得ですので源泉徴収票は送付して
いません。
源泉徴収票は、確定申告の際に
必要となる書類ですので、大切に
保管してください。紛失などによ
り、
再交付を希望する場合は
「ねん
きんダイヤル」
か「ねんきんネッ
ト」
で再交付申請ができます。
■問い合わせ先 ねんきんダイヤ
ル
（☎0570︲05︲1165）

ミツバチの飼育は
届け出が必要です
趣味でミツバチを飼育する人も
含め、飼育または飼育を計画して
いる人は、養蜂振興法で蜜蜂飼育
届の提出が義務付けられています。
１月１日現在の飼育群数と年間
の飼育計画を盛岡広域振興局に提
出してください。
■提出期限 １月２9日㈮
■問い合わせ先 同振興局農政部
（☎019︲6２9︲6603）

「これからのあたりまえ」
を
いわてエコアクション₂₀₂₀
県では地球温暖化防止のため、
いわて冬エコキャンペーンを実
施中です。エネルギー消費の多く
なる冬に効果的な省エネ取り組
みを紹介しています。岩手の冬を
暖かく快適に、地球にも優しく過
ごしましょう。アンケートに答え
ると抽選でQUOカードが当たり
ます。
■応募方法 右の
QRコードから
キャンペーン特設
サイトにアクセス
して応募
■応募期限 ２月２₈日㈰

冬の八幡平・安比を
楽しむイベント開催
八幡平・安比ゆきフェスティバ
ル２0２1を２月13日㈯から２₈日㈰
まで開きます。
◎期間中のキャンペーン
■湯けむりトクトクバッジ 指定
の宿泊施設に泊まると、期間中に
何度でも温泉入浴料、お土産、飲
食の割引などが受けられるバッジ
がもらえます。
■雪だるまフード 指定の飲食店
などで雪だるまを連想させる食べ
物を期間限定で提供します。
■スキー場共通リフト券パック
リフト券と宿泊がパックになった
お得な商品です。
◎第₉回八幡平エンジョイ雪合戦
大会
（参加チーム募集中！）
■開催日 ２月13日㈯、14日㈰
■場所 サラダファーム
■問い合わせ先 市雪合戦協会
（㈱岩手エッグデリカ内☎75︲0２₈₈）
◎冬花火
■開催日・場所 ▶２月13日㈯＝
八幡平リゾートパノラマスキー場
▶２月２7日㈯＝安比高原スキー場
◎イベント全般の問い合わせ先
市観光イベント実行委員会事務局
（☎7₈︲3500）
No.
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