交通事故の無料相談を行ってい
ます（要電話予約）。
■相談員相談 月曜日から金曜日
まで（祝日除く）、午前９時から
正午まで、午後１時から５時まで
■弁護士相談 原則毎月第２・第
４水曜日、午後１時から４時まで
■場所 住友生命盛岡ビル１０階
詳しくは、社団法人日本損害保
険協会盛岡自動車保険請求相談セ
ンター（０１９６５１４４９５）まで。

空港など一線で活躍する
入国警備官を採用します
入国警備官採用試験を行います。
■応募資格 昭和６
２年４月２日～
平成５年４月１日生まれの人
■応募期限 インターネットは７
月２７日、郵送は８月３日
■１次試験日 ９月２６日
詳しくは、仙台入国管理局総務
課（０２２２５６６０７６）まで。

悩み事の話し相手となる
ボランティアの入門講座

国の教育ローンを
お役立てください
高校や大学などへの進学に、国
の教育ローンをご利用ください。
■融資額 １人３００万円以内
■返済期間 一般家庭１５年以内
詳しくは、日本政策金融公庫盛
岡支店（0196234376）まで。

県内の福祉施設一堂に
本市で就職フェア開催
盛岡周辺８市町村では唯一とな
る「福祉のしごと地域就職フェア
i
n
八幡平市」を開催します。
■日時 ８月７日、午後１時か
ら４時まで（入退場は自由）
■場所 西根地区市民センター
■内容 就職に役立つ面接対策講
座、参加施設・事業所ＰＲなど
■参加方法 事前申し込みや履歴
書は不要です。（参加費無料）
詳しくは、県福祉人材センター
（０１９６
３７４５２２）まで。

平和を仕事にする
それが自衛官です

【広 告】
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はちまんたい

ケアマネジャー試験の
受験希望者支援します

身体障がいのある方
県職員として働こう

偶蹄類動物への感染力が強い口
蹄疫防疫対策のため、市内で愛玩
用偶蹄類（ミニ豚、ヤギ、ヒツジ
など）を飼っている人は、市役所
農政課までお知らせください。
詳しくは、市産業部農政課畜産
係（・内線１２７４）まで

介護支援専門員実務研修受講試
験の受験希望者を対象に、支援講
座を開催します。
■日時 ８月２
１日・２２日、午
前９時から午後６時まで
■会場 県自治会館（盛岡市）
■定員 先着１０
０人
■受講料 １５，
０００円（テキスト代
は別）
詳しくは、県高齢者福祉生活協
同組合（０
１９６５
３５
８
３０）まで。

身体障がいのある方を対象に、
県職員採用試験を行います。
■職種・人数 一般事務・若干名
■受験資格 次の要件をすべて満
たす人「昭和５６年４月２日～平成
５年４月１日生まれの人」「自分
で通勤でき、介護者なしに事務職
として仕事ができる人」「身体障
害者手帳の交付を受けている人」
■１次試験日 ９月１
９日
■申込期限 ８月１６日
詳しくは、県人事委員会（
０１
９６
２９６２
４
１）まで。

通信制の放送大学で
一緒に学びましょう
テレビなどで授業を行う放送大
学の１０月入学生を募集しています。
■出願期限 ８月３１日
詳しくは、放送大学岩手学習セ
ンター（０１９６５３７４１４）まで。

サマージャンボ宝くじ
通信販売でも買えます
７月７日から３０日まで発売
されるサマージャンボ宝くじ（市
町村振興宝くじ）は、通信販売で
も購入できます。申込書は、市役
所や各総合支所にあります。
詳しくは、市企画総務部総合政
策課（・内線１２２４）まで。

あそぼう会に
みんな集まれ
あそぼう会を開催します。
■日時 ８月３日、午前１０時か
ら正午まで
■場所 東慈寺保育園
■持ち物 水着（水遊び用オムツ
可）、水泳帽子、バスタオルなど
詳しくは、東慈寺保育園（
７６３２３６）まで。

所得税の予定納税
納付をお忘れなく
所得税の予定納税（第１期分）
の納付期限は、８月２日です。
予定納税が必要な方には税務署
から通知書が送付されますので、
期限までに納めましょう。
詳しくは、盛岡税務署（０
１９６２
２６
１４
１）まで。

平舘高校の同窓会で
旧交を温めませんか
平舘高校同窓会総会を開催しま
す。懐かしの校歌を共に歌いま
しょう。参加をお待ちしています。
■開催日時 ７月２３日、午後６
時から
■開催場所 八幡平ライジングサ
ンホテル
■会費 ５，
０００円
（平成２
０・２
１年度
卒業生は無料）
■申込期限 ７月１５日
詳しくは、平舘高校同窓会事務
局（同校内、７
４２６１
０）まで。

裁判所の一般事務を行う
職員採用試験を行います
次の日程で、裁判所事務官採用
Ⅲ種試験を行います。
■受験資格 平成元年４月２日～
５年４月１日生まれの人
■１次試験日 ９月１２日
■申込期限 ７月２
２日
詳しくは、県人事委員会（
０１
９６２２３３
５２）まで。

お
知
ら
せ
詳しくは各担当、
各機関に問い合わせを
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■編 集 後 記
３年ぶりの編集後記復活です。一層親しまれ
る広報を目指し、係員一同張り切って取材しま
すので、情報提供お願いします。 広報にしね、
議会だより、そして４月から久しぶりに広報担
当となりました。今はパソコン編集ソフトの説
明書とにらめっこの毎日です。（津志田）
４月お知らせ号をもって広報担当から同じ係
内の統計担当へ極秘移籍していた私。取材に出
かけることもなくなり、アウトドア派としては、
少しさびしいような（？）。編集後記には、こ
れからも登場させてもらいますので、どうぞよ
ろしくお願いします。（宮野）
４年ぶりに広報担当に戻ってきました。また
取材で多くの人と出会うことができる自分は幸
せ者です。 今月の特集
「男女共同参画」
。編集
しているうちに自分への戒めに感じてきました。
共働きの我が家。妻への感謝の気持ちを忘れず、
できることから手伝おうと思います。（北口）

お盆は迅速な対応が困難
くみ取り依頼はお早めに
お盆直前は、くみ取り依頼が集
中し、迅速な対応が困難となるほ
か、し尿収集を優先するため、浄
化槽汚泥対応に時間がかかります。
依頼は早めにお願いします。
なお、バキューム車が入れない
所への便槽設置は避けましょう。
詳しくは、盛岡北部行政事務組
合（７
４２
７１
６）まで。

▲

自衛官を募集しています。
悩み事の話し相手となる傾聴ボ
■募集種目 一般曹候補生、自衛
ランティアの入門講座を行います。 官候補生、防衛（医科）大学校学
■日時 ８月２４日から９月２１日ま
生、航空学生、看護学生
での毎週火曜日（全５回）、午前
■応募資格 一般曹候補生・自衛
１０時から午後５時まで
官候補生は１８歳以上２７歳未満、そ
■場所 盛岡市・アイーナ６階
のほかは高卒（見込み含む）以上
■受講料 ２，
５００円
２１歳（看護学生は２
４歳）未満
■定員 ４８人（多数の場合抽選）
■応募期限 一般曹候補生・自衛
■応募期限 ７月３１日
官候補生女子の場合９月１０日
詳しくは、傾聴ボランティアも
詳しくは、自衛隊盛岡募集案内
りおか（０１９６３９１２３６）まで。
所（０１９６４１５１９１）まで。

口蹄疫防疫対策のため
情報の提供にご協力を

▼

交通事故に遭われた方の
無料相談に応じています

この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。
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