
平舘高校は、１０月４日から８

日まで 「学校へ行こう週間」で、

自由に授業参観できます （公開時

間は午前９時から午後３時２５分ま

で）。また、次のとおり開催する

芸術鑑賞会にもご参加ください。

■日時 １０月５日、午後０時半

から３時半まで

■場所 平舘高校第一体育館

■内容 映画 「しあわせカモン」

上映、松本哲也ライブ

詳しくは、平舘高校事務局総務

課 （７４-２６１０熊谷）まで。

テレビドラマ「夜回り先生」で有

名な水谷修講演会を開催します。
おさむ

■日時 ９月２９日、午後７時か

ら８時半まで（入場無料）

■場所 市総合運動公園体育館

下足入れと上履きをご持参くだ

さい。なお、定員の関係で入場で

きない場合があります。

詳細は、水谷修講演会実行委員

会事務局（７６-２５２１沼崎）まで。

八幡平ロイヤルホテルでは、紅

葉シーズンスタッフを募集します。

■募集職種・人数 料飲担当１０人、

客室清掃・食洗担当１０人

■応募要件 市内在住の健康で明

るい方（年齢は５０歳まで）、土・

日曜日や祝日勤務が可能で、マイ

カー通勤可能な方（経験者優遇）

■雇用期間 ９月下旬から１１月上

旬まで

詳細は、八幡平ロイヤルホテル

総務担当 （７８-３３１１佐々木）まで。

福祉の就職希望者対象に、総合

フェアや定期出張相談を行います。

◎福祉の就職総合フェア

■日時 １０月９日、午前１０時か

ら午後４時まで

■場所 ホテルニューカリーナ

■内容 職場面談コーナーほか

◎福祉の仕事定期出張相談

■日時 毎月第３木曜日、午後１

時から３時まで

■場所 市社会福祉協議会

■内容 求職登録、資格取得など

詳しくは、県福祉人材センター

（県社会福祉協議会内、０１９-

６３７-４５４４総合フェア担当照井、

０８０-１６５１-６２０２定期出張相談担当

佐々木）まで。

１０月は里親月間です。

里親制度は、親の病気や離婚な

どの事情により、児童養護施設で

暮らす子どもを家族の一員として

一定期間受け入れ、家庭的な雰囲

気で育てる制度です。里親になる

ための資格は必要ありません。詳

しく知りたい方は連絡願います。

詳しくは、市福祉部児童福祉課

児童福祉係 （・内線１１７４）まで。

ハロウィーンパーティーを開催

します。オーストラリア、カナダ

やアメリカの人たちと一緒に楽し

みましょう（日本人通訳も参加）。

■日時 １０月９日、午後５時か

ら７時まで

■場所 クラリー牧場 （平笠）

■対象 小学生以下

■内容 仮装コンテストなど

■参加費 １人５００円 （同行の大

人や、１歳未満は無料）

詳しくは、佐々木晶 （０８０-
あきら

６０２８-５５１６）まで。

お
知
ら
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詳しくは各担当、各機関に問い合わせを

八幡平市役所 察76-2111
松尾総合支所 察74-2111
安代総合支所 察72-2111
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「夜回り先生」で有名な
水谷修さん招き講演会

施設にいる子に家族の愛
里親制度に理解と協力を

福祉就職希望者対象に
出張相談と総合フェア

１０月は平舘高校へ行こう
松本哲也の歌も聴けます

撮
影
・
疋
田
千
里

外国人とハロウィーン
パーティーを楽しもう 八幡平ロイヤルホテルで

紅葉期間に働きませんか

■お知らせ号編 集 後 記
初のお知らせ号編集後記です。本号の編集後

記には、わたしが担当するお知らせ号の話題を

掲載できないので、わたしだけこっちに引っ越

ししました。本号同様ご愛読ください ▼職場体

験に来た中学生に、表紙写真を撮ってもらいま

した（いわゆる丸投げ）。表紙に使う写真の構

図とカメラの操作方法を簡単に説明して、いざ

本番。市役所に戻って写真を確認すると…、脱

帽です。毎回お願いしようかな。（津志田）

県と県環境保全連絡協議会は、

「地域とはじめる環境報告会」を

次のとおり開催します。

■日時 １０月２６日、午後１時半

から４時まで

■場所 積水メディカル岩手工場

■定員 ５人 （参加費無料）

■申込期限 ９月３０日

申し込み方法など詳しくは、市

市民部市民課（・内線１１３６）まで。

ニート（若年未就業）、ひきこ

もりなどでお悩みの若者や家族を

対象に、無料相談を行っています。

■日時 毎週月曜日から金曜日ま

で、午前９時から午後６時まで

■場所 県公会堂（要電話予約）

詳しくは、盛岡地域若者サポー

トステーション（県公会堂内、

０１９-６５３-４２１１）まで。

司法書士・土地家屋調査士の無

料登記相談と電話相談を行います。

■日時 １０月１日、午前１０時か

ら午後３時まで

■場所 西根地区市民センター

■内容 土地売買、抵当権、相続、

境界問題、借地、会社登記など

■電話相談 ０１９-６５２-９３５０

詳しくは、県司法書士会事務局

（０１９-６２２-３３７２）まで。

㈱Ｍ・Ｄ・エンジニアリング（田

頭）では、内職者を募集します。

■内容 プラスチック製品の外観

検査など（細かい作業になります）

■要件 検査品を取りに来られる

５０歳ぐらいまでの方（５～１０人）

詳しくは、㈱Ｍ・Ｄ・エンジニア

リング （７５-０７７２）まで。

西根老人憩の家は、１０月１日か
いこい

ら数カ月間、改修工事のため臨時

休館します。

市では、６５歳以上の市民に森乃

湯、なかやま荘の温泉利用証を発

行していますのでご利用ください。

老人クラブなどの団体は、安代

老人憩の家 （７２-５６３９）を、バ

ス送迎付きで利用いただけます。

温泉利用証の交付申請など詳し

くは、市福祉部長寿社会課 （・

内線１１８３）まで。

「山ぶどうサミットｉｎくずま

き」を開催します。

■日時 １０月２日、午前１０時半

から午後６時まで

■場所 巻町社会体育館

■内容 俳優辰
たつ

巳
み

琢
たく

郎講演、新製
ろう

品発表会、試食会、交流会ほか

詳しくは、巻町総務企画課

（６６-２１１１）まで。

無料労働相談会を開催します。

■日時 １０月４日から８日ま

で、午前９時から午後４時まで

■場所 県労働委員会（県庁１１階）

■内容 解雇、賃金未払いなど

詳しくは、県労働委員会事務局

（０１９-６２９-６２７６）まで。

公証週間公証相談会 （無料）を

開催します。

■日時 １０月１日から７日ま

での毎日 （土・日曜日は要予約）、

午前９時半から午後４時まで

■場所 盛岡公証人合同役場

■内容 契約や遺言の公正証書

詳しくは、盛岡公証人合同役場

（０１９-６５１-５８２８）まで。

体外受精や顕微授精に、特定不

妊治療費助成事業を利用ください。

■助成額 県が１５万円以内、市が

１０万円以内 （１年度当たり２回ま

で、通算５カ年度まで）

詳しくは、市市民部保健課

（・内線１１５７）まで。

９月２４日から３０日までは 「結核

予防週間」です。

結核は、咳などで感染し、免疫
せき

力の低下で発症します。国内で毎

年３万人が新規感染し、生活が不

規則な若者の集団感染が増えてい

ます。健康管理に注意しましょう。

発症しても治療すれば治ります。

咳や痰などの症状が１カ月以上続
たん

いたら、専門医を受診しましょう。

詳しくは、市市民部保健課

（・内線１１５３）まで。

人権啓発の「ヒューマンフェス

タ２０１０いわて」を開催します。

■日時 ９月２５日・２６日、午

前１０時から午後４時半まで

■場所 アイーナ （盛岡市）

■内容 菊池幸
ゆき

夫弁護士講演、あ
お

んべ光俊トーク＆ライブ、川嶋あ

いコンサート、桂枝
えだ

太
た

郎寄席ほか
ろう

■入場料 無料

詳しくは、盛岡法務局人権擁護

課（０１９-６２４-１１４１）まで。

盛岡矯正展を開催します。

■日時 ９月２６日、午前９時か

ら午後３時まで

■場所 盛岡少年刑務所

■内容 施設見学、製品販売ほか

詳しくは、盛岡少年刑務所（

０１９-６６２-９２２４）まで。
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毎年３万人が新たに感染
若い人も結核にご注意を

辰巳琢郎がやって来ます
巻で山ぶどうサミット

盛岡少年刑務所内を
見学してみませんか

西根老人憩の家が
１０月から臨時休館

自宅で内職をしませんか
主に製品の外観検査です

体外受精や顕微授精の
特定不妊治療費に助成

未就業やひきこもりの
悩み相談受け付けます

不動産や相続の悩み
無料登記相談で解決

契約や遺言の公正証書に
関する無料相談会を開催

労使トラブルの悩み事に
無料労働相談のご利用を

地域で環境を考えよう
報告会の参加者を募集

あんべ光俊や川嶋あいが
人権尊重を呼び掛けます


