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。

学童保育クラブで
勤務する職員募集
４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28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）

子育て相談・援助の
アドバイザーを募集
４年度にたからっこ広場
（大更学
童保育クラブ内）
で勤務する子育て
アドバイザーを募集しています。
■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28日㈪
■問い合わせ先 （特非）
あそぼっ
こ
（☎68-7677）

被害者を支援する
支援活動員を募集
（公社）
いわて被害者支援セン
ターでは、支援活動員を募集して
います。
■活動内容 電話相談、面接相談
などの手伝い
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■応募資格 25歳から65歳まで
くらいで、支援活動に必要な技術
を習得する養成講座（５月から12
月まで月１回程度）
を受講できる
人 ※経験の有無は問いません。
■応募期限 ３月31日㈭
■問い合わせ先 同センター事務
局
（☎019-621-3750）

施設管理職員と警備員
若干名募集しています
(一社)市体育協会では、施設管
理職員と警備員を若干名募集して
います。
■業務内容 ❶施設管理職員▶施
設管理とスポーツイベント補助❷
警備員▶市総合運動公園内または
松尾総合運動公園内の警備
■雇用期間 ❶４月１日㈮から
11月30日㈬まで❷４月１日㈮か
ら５年３月31日㈮まで
■応募資格 市内在住で70歳未
満の人
■応募方法 所定の履歴書に記入
し、同協会に郵送または持参
■応募期限 3月２日㈬
■申し込み・問い合わせ先 同協
会本部
（☎76-4141）

八幡平山頂レストハウス
従業員を募集しています
（一社）
市観光協会では、八幡平
山頂レストハウスの季節雇用従業
員を若干名募集しています。
■業務内容 売店や食堂での接
客、施設管理など
■雇用期間 ４月中旬から11月
上旬まで
■応募資格 市内在住で松尾八幡
平ビジターセンターまで通勤可能
な人

■応募方法 市販の履歴書に記入
し、同協会に郵送または持参
■応募期限 ３月18日㈮
■申し込み・問い合わせ先 同協
会
（☎78-3500）

岩手の医療を支える
県立病院職員を募集
県医療局では、県立病院職員採
用試験を行います。
■職種 薬剤師
■受験資格 昭和59年４月２日以
降に生まれ、薬剤師として業務に
従事した経験を有する人
■試験日 ２月18日㈮
■試験内容 性格検査（事前ウェ
ブ）
、面接試験
（オンライン）
■申込期間 ２月10日㈭
■採用予定日 ４月１日㈮
■問い合わせ先 同医療局職員課
（☎019-629-6322）

岩手県学生会館
入寮生を募集中
(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）
の入寮生を募集しています。
■応募資格 本県出身で、大学院
（修士課程）
、大学、短期大学、専
修学校
（専門課程）
に通学する人
■募集人員 男子27人、女子22人
■申込期間 ❶２月10日㈭まで
※選考日までに進学先が決定する
人のみ❷２月16日㈬から３月８
日㈫まで
■選考日 ❶２月15日㈫❷３月
11日㈮
■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（☎033972-4783）

朗読ボランティアに
興味はありませんか
朗読ボランティアほおずきの会
では、朗読ボランティアに興味の
ある人を対象に音声訳の研修会を
開きます。
■日時 ２月26日㈯午後１時半
から３時半まで
■場所 西根地区市民センター
■内容 「広報はちまんたい」
の読
み方
■その他 新型コロナウイルスの
感染状況により中止する場合があ
ります。
■問い合わせ先 同会事務局・関
山
（☎74-2508）

アマチュア無線技士の
免許を取得しませんか
七時雨アマチュア無線クラブで
は、第４級アマチュア無線技士養
成課程講習会を開きます。
■日時 3月12日㈯、13日㈰のい
ずれも午前９時から午後５時10分
まで
■場所 西根地区市民センター
■受講料 一般23,150円、18歳以
下9,850円
■申込期限 ３月７日㈪
■申し込み・問い合わせ先 同ク
ラブ・澤口
（☎090-7075-7972）

職場のトラブルで
悩んでいませんか
県労働委員会では、出前無料労
働相談会を開きます。解雇、減給、
パワハラ、セクハラなど労使間の
労働問題全般の相談に応じます。
■日時・場所 ❶２月19日㈯午後
１時から４時まで 奥州地区合同
庁舎❷３月６日㈰午後１時から４
時まで アイーナ ※いずれも受
け付けは午後３時まで、予約優先
■その他 新型コロナウイルス感
染症の感染防止対策のため、中止
や延期する場合があるので、開催
の有無を来場前に問い合わせてく
ださい。

■予約・問い合わせ先 同委員会
事務局
（☎0120-610-797）

相続登記の悩み解決
２月中は相談が無料
県司法書士会では、毎年２月の
１カ月間を「相続登記はお済みで
すか月間」
とし、
相続に関する無料
相談を行っています。
◎特設無料相談所
■日時 2月４日㈮、18日㈮、25
日㈮のいずれも午前１０時から正午
まで
■場所 県司法書士会館
◎司法書士事務所での無料相談
■期間 ２月28日㈪までの平日
■場所 県内の各司法書士事務所
◎無料電話相談
■日時 ２月中の毎週火・木曜日
午前10時から午後４時まで
■相談の電話番号 0120-823-815
◎相談全般の問い合わせ先 同会
事務局
（☎019-622-3372）

確定申告期の無料
税務相談会を開催
東北税理士会盛岡支部では、確
定申告期の無料税務相談会を開い
ています。事前予約が必要です。
■日時 ３月10日㈭までの午後1
時半から４時半まで ※平日のみ、
１日３組程度
■場所 県税理士会館
■申し込み・問い合わせ先 同支
部
（☎019-622-5160）

安心して活動するために
スポーツ安全保険に加入
４年度スポーツ安全保険の加入
受け付けが３月から始まります。
■加入できる団体 スポーツ、文
化、ボランティア、地域活動を行
う４人以上の団体・グループ
■受付期間 ３月１日㈫から５年
３月30日㈭まで
■保険期間 ４月1日㈮午前０時
から５年３月31日㈮午後12時まで
■問い合わせ先 市体育協会（☎
70-1600）

国民年金保険料の納付
口座振替の前納で割引
国民年金保険料は、口座振替で
納付すると、金融機関などに行く
時間や手間が省けるとともに、納
め忘れを防ぐことができます。
口座振替で前納（前払い）
する
と、６カ月分で約１，１００円、１年分
で約４，１００円、
２年分で約１５，８００円
が割引になります。
■前納の申込先 年金事務所また
は口座振替を行う金融機関の窓口
■申込期限 ２月28日㈪
■問い合わせ先 ねんきん加入
者ダイヤル
（☎０５７０－００３－００４）
、盛
岡年金事務所国民年金課（☎０１９－
６２３－６２１１）

実践で基礎技術を学ぶ
森のチェーンソー講座
（特非）
いわて森林再生研究会で
は、森のチェーンソー講座の参加
者を募集しています。
■開催期間 ４月から５年3月
までに10回から20回
■場所 盛岡市近郊の研修林
■定員 30人
（先着順）
■参加費 11,000円
■申し込み・問い合わせ先 同会
（☎090-6624-8290、ファクス019638-0871）

車検など手続きは早めに
３月はとても混雑します
自動車の検査や登録手続きは、
毎年３月に集中し、窓口や車検場
が大変混雑します。
車検や名義変更、住所変更、廃車
などの手続きは、できるだけ2月
中に済ませましょう。車検は有効
期限の１カ月前から受けられます。
■受付時間 平日午前８時45分
から正午、午後１時から４時まで
■問い合わせ先 東北運輸局岩手
運輸支局
（☎050-5540-2010）
■軽自動車の問い合わせ先 軽自
動車検査協会岩手事務所
（☎0503816-1833）
No.
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