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
優先します。
◆掲載の確約および採否の連絡はいたしかねます。
◆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。

ひなぎく幼稚園の
園児を募集します
（学）
西根学園ひなぎく幼稚園で
は、4年度の園児を募集します。
■募集人員 ▶2歳、満３歳、4
歳、5歳児 各児若干名▶3歳児
（３年保育） 20人
■受け付け日時 11月27日㈯午
前10 時から11時まで ※願書用
紙に記入し、子どもと来園してく
ださい。定員に空きがある場合は
随時受け付けます。
■その他 ▶預かり保育 月曜日
から土曜日までの各日午後6時
まで無料▶給食 月曜日から金曜
日まで提供▶送迎バス有▶満３歳
児以上は保育料無料、給食費の一
部補助有▶夏休み、冬休みも預か
り保育
（午前７時半から午後６時
まで無料・おやつ代不要）
、給食、
送迎バス有
■問い合わせ先 同園
（☎76-5011）

介護・保育・福祉の
就職相談会を開催
（福）
県社会福祉協議会県福祉人
材センターでは、県内の福祉施設
や事業所に就職を希望する人を対
象に「介護・保育・福祉の就職相
談会」
を開きます。
参加は無料で事
前に申し込みが必要です。
■日時 11月20日㈯午後1時か
ら４時まで
■場所 岩手産業文化センター
■内容 福祉施設や事業所のPR、
個別相談など
■申し込み方法 同センターに電
話または申込書（同センターウェ
ブサイトからダウンロード）
を
ファクスまたはメール（申込書に
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記載）
で申し込みしてから、
（公財）
ふるさといわて定住財団ウェブサ
イトで利用者登録およびイベント
事前申し込み
■申込期限 11月15日㈪
■申し込み・問い合わせ先 同セ
ンター・田代、今井
（☎019-6374522）

高齢者や障がい者が
抱える悩み事を解決
岩手弁護士会などでは、高齢者
や障がい者、
その家族、
関係者から
の相談に面接と電話で応じる「高
齢者・障がい者なんでも110番」
を開きます。相談は無料で秘密を
厳守します。
■日時 11月24日㈬午後１時か
ら５時まで
■場所 県福祉総合相談センター
■内容 法律、介護、福祉サービ
ス、年金など幅広い分野の相談
■相談の電話番号 0 1 9 - 6 2 5 0110
■問い合わせ先 東海林法律事
務所・東海林利哉（☎019-6239511）

子どもの具合が悪いとき
受診の判断に役立ちます
県では、子どもの具合が悪いと
きの症状の見分け方を記載した
「こども救急ガイドブック」
を発行
しています。県内の医療機関に置
いているほか、県ウェブサイトで
見ることができます。
保護者の皆さんの不安解消と症
状に応じた医療機関の適正受診に
役立ててください。
■問い合わせ先 県保健福祉部医
療政策室
（☎019-629-5416）

保育士として再就職を
支援する研修会を開催
（福）
県社会福士協議会県保育
士・保育所支援センターでは、保
育士資格を持ち現在保育所で働い
ていない人などを対象に「潜在保
育士再就職支援研修会」
を開きま
す。参加は無料で事前に申し込み
が必要です。
■日時 12月23日㈭午前９時半
から正午まで
■場所 ふれあいランド岩手
■内容 保育士の業務内容、潜在
保育士の再就職事例など
■申込期限 11月19日㈮
■その他 託児は先着順で事前に
予約が必要です。
■申し込み・問い合わせ先 同セ
ンター・山田
（☎019-637-9605）

県内企業への就職支援を
オンラインで開催します
県中小企業団体中央会では、若
者や一般求職者、就職氷河期世
代、副業・兼業希望者などを対象
に
「いわてキラリ企業・みんなの
就職フェアOnLine」
を開きます。
事前に申し込みが必要です。
■日時 11月26日㈮午後１時半
から４時15分まで
■内容 会社説明、就職面談
■定員 40人
■申し込み方法 同中央会ウェブ
サイトから申し込み
■申込期限 11月25日㈭午後１時
■その他 Microsoft Teamsを
使用します。通信環境が安定して
いる場所から参加してください。
■問い合わせ先 同中央会企画振
興部
（☎019-624-1363）

成年後見制度の利用で
権利や財産を守ります
県司法書士会などでは、司法書
士が面談と電話で相談に応じる
「高齢者・障がい者のための成年
後見&相続無料相談会」
を開きま
す。予約を優先します。
■日時 11月23日㈫午前10時か
ら午後４時まで
■場所 県司法書士会館
■相談の電話番号 0120-823815または0120-333-184 ※フ
リーダイヤル
■問い合わせ先 同司法書士会
（☎019-622-3372）

あなたの土地の
悩みに答えます
県土地家屋調査士会では、土地
の境界問題に関する無料相談会を
開きます。予約は不要です。
■日時 12月４日㈯午前10時か
ら午後４時まで
■場所 アイーナ
■問い合わせ先 同土地家屋調査
士会
（☎019-622-1276）

年金記録の確認などは
ねんきんネットが便利
11月30日は年金の日です。自分
の年金記録や年金見込み額を確認
し、将来の生活設計を考えてみま
せんか。
「ねんきんネット」
を利用
すると、パソコンやスマートフォ
ンからいつでも年金記録を確認で
きるほか、さまざまな条件を設定
して年金見込み額の試算をするこ
ともできます。詳しくは、日本年
金機構ウェブサイトで確認してく
ださい。

HIV／エイズに関する
正しい知識の普及啓発
11月24日から12月８日までは
「いわてエイズ予防普及啓発強化
期間」
です。
県県央保健所では、エ
イズに関する正しい知識の普及啓
発活動を行います。

■期日 11月24日㈬から12月８
日㈬まで
■場所 盛岡地区合同庁舎
■内容 レッドリボンツリー展
示、ポスター掲示、パンフレット
配架など
■問い合わせ先 同保健所保健課
（☎019-629-6569）

裁判員候補者に通知
間もなく発送します
盛岡地方裁判所では、
１１月中旬
に20歳以上の選挙権を有する人
の中から
「くじ」
で選ばれた裁判員
候補者に通知書を送ります。
この通知は、来年２月ごろから
約１年間で裁判員に選ばれる可能
性があることを事前に知らせるた
めのものです。
■問い合わせ先 同裁判所事務局
総務課
（☎019-622-3342）

検察審査員候補者に
通知書を発送します
盛岡検察審査会では、
１１月中旬
に20歳以上の選挙権を有する人
の中から
「くじ」
で選ばれた検察審
査員候補者に通知書を送ります。
この制度は、検察官が被疑者を
裁判にかけなかったことの善しあ
しを、１１人の検察審査員が審査す
るもので、
「裁判員候補者」
とは異
なります。
■問い合わせ先 同審査会事務局
（☎019-622-3391）

11月９日から15日まで
秋の全国火災予防運動
「おうち時間 家族で点検 火
の始末」
を統一標語に、
秋の全国火
災予防運動を行います。火災の発
生しやすい季節ですので、火の取
り扱いや後始末に十分注意して火
災予防に努めましょう。
八幡平消防署では、防火座談会
や初期消火訓練を随時開いていま
す。希望する人は最寄りの消防署
または出張所に問い合わせてくだ
さい。

■問い合わせ先 八幡平消防署
（☎76-2119）
、松尾出張所
（☎742119）、 安代出張所
（☎72-2119）

税の意義や役割、知識と
理解を深めてみませんか
11月11日㈭から17日㈬までは
税を考える週間です。国税庁では
「くらしを支える税」
をテーマに、
租税の意義や役割、税務行政に対
する知識と理解を深めてもらうた
め、同庁ウェブサイトに特設ペー
ジを設けて取り組みを紹介します。
■問い合わせ先 盛岡税務署（☎
019-622-6141）

年末調整の各種情報は
国税庁ホームページへ
年末調整に関する各種情報は、
国税庁ウェブサイトの年末調整特
集ページで確認してください。
■問い合わせ先 盛岡税務署（☎
019-622-6141）

所得税予定納税第２期
納期限は11月30日です
所得税と復興特別所得税の予定
納税の納期限は11月30日㈫です。
振替納税を利用している人は、
納期限に指定の金融機関の預貯金
口座から自動的に引き落とされま
す。振替納税を利用していない人
は、納期限までに金融機関または
盛岡税務署の窓口で納付してくだ
さい。電子納税も利用できます。
なお、10月31日㈰の現況によ
る令和３年分の
「申告納税見積額」
が税務署から通知されている「予
定納税基準額」
よりも少なくなる
と見込まれる場合などは、予定納
税の減額申請をすることができま
す。申請する場合は、11月15日㈪
までに
「予定納税額の減額申請書」
に必要事項を記載し、盛岡税務署
に提出してください。
詳しい手続きは、国税庁ウェブ
サイトで確認してください。
■問い合わせ先 盛岡税務署（☎
019-622-6141）
No.
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