
シベリア戦後強制抑留者に対す

る特別給付金請求を受け付けます。

■請求期限 平成２４年３月３１日

詳しくは、独立行政法人平和祈

念事業特別基金事業部 （０５７０-

０５９-２０４または０３-５８６０-２７４８）まで。

長時間労働などの悩みを労働時

間相談ダイヤルにお寄せください。

■日時 １１月６日、午前９時か

ら午後５時まで

■相談電話番号 ０１２０-７９４-７１３

詳しくは、岩手労働局労働基準

部（０１９-６０４-３００６片山）まで。

いわて合同面接会を開催します。

■東京 １１月６日、午後１時～

４時 （中野サンプラザ１３階）

■仙台 １１月２１日、午後１時～

４時（ホテルＪＡＬシティ仙台２階）

詳細は、いわて地域共同就職支

援センター（０１９-６５１-０４１５）まで。

介護・年金・税金なんでも相談

会を開催します（相談料は無料）。

■日時 １０月２４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

詳しくは、特別養護老人ホーム

富士見荘 （７８-２４５５杣）まで。
そま

「八幡平ワインと郷土の食を楽

しむゆうべ」を開催します。

■日時 １１月６日、午後６時から

■場所 岩手山焼走り国際交流村

■会費 ４，５００円

詳しくは、岩手山焼走り国際交

流村（７６-２０１３）まで。

県では、８０２０運動 （８０歳で２０

本以上の歯）推進のため、８０２０

推進サポーターを募集します。

■活動内容 各種歯科保健活動に

おける歯科指導やその補助

■応募期限 １０月２７日

詳しくは、市市民部保健課保健

係 （・内線１１５３高橋）まで。

「イイ歯デーテレホン相談」を

次のとおり実施します。

■日時 １１月８日、午前１０時か

ら午後８時まで（０１９-６５１-７３４１）

詳しくは、県保険医協会歯科部

会 （０１９-６５１-７３４１石川）まで。

渡り鳥から鶏などに、高病原性

鳥インフルエンザが感染する危険

があります。鶏舎への野鳥侵入防

止や、周辺消毒を徹底しましょう。

詳しくは、県中央家畜保健衛生

所（０１９-６８８-４１１１）まで。

お
知
ら
せ

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

ホームページはこちら

http://www.city.hachimantai.lg.jp/
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「田んぼのぬかるみに足が取られます「田んぼのぬかるみに足が取られます」」

（９月２７日、寺田小学校稲刈り体験（９月２７日、寺田小学校稲刈り体験））

「県立大看護学部の演奏で炭坑節を披露「県立大看護学部の演奏で炭坑節を披露」」

（１０月２日、（１０月２日、東東八幡平病院お楽しみコ八幡平病院お楽しみコンンサーサート）ト）

「ハンガリーの打弦楽「ハンガリーの打弦楽器器ツィンバロンツィンバロン」」

（１０月７日、荒屋新町のスペースＲで斉（１０月７日、荒屋新町のスペースＲで斉藤藤浩浩演奏演奏会会））

県内就職を希望する
皆さんを応援します

戦後強制抑留者の皆さん
特別給付金請求忘れずに

介護や年金などの悩み
なんでも相談ください

歯や口の悩みについて
電話相談受け付けます

歯は健康のバロメーター
地域全体で８０２０運動推進

大地の恵みに感謝し
八幡平ワインで乾杯

■お知らせ号編 集 後 記
この写真は、９月２５、２６日開催の第１２回県中

学生新人テニス大会男子ダブルスで優勝した伊

藤寛
かん

太（写真左）・渡辺
た

大
だい

樹組（西根中２年）です。
き

結果は１０月号で

紹介しましたが、

先日、関係者か

ら写真をご提供

いただきました。

どうもありがと

うございます。

皆さんもどんど

んお寄せくださ

いね。（津志田）

鳥インフルエンザの
発生に気を付けよう

サービス残業の悩み事は
労働時間相談ダイヤルへ

青年海外協力隊やシニア海外ボ

ランティアを募集しています。

■応募資格 青年は満２０歳から３９

歳まで、シニアは満４０歳から６９歳

までの日本国籍をお持ちの方

■応募期限 １１月８日消印有効

各県で説明会も実施中です。

詳細は、国際協力機構（ＪＩＣＡ）

東北支部 （０２２-２２３-４７７２）まで。

市商工会は、地域資源を活用し

た地域活性化シンポジウムを開催

します。ふるってご参加ください。

■日時 １１月５日、午後３時か

ら５時１５分まで

■場所 新安比温泉静流閣

■会費 無料 （懇親会は５，０００円）

■申込期限 １１月２日

詳しくは、市商工会安代支所

（６３-１００１滝沢）まで。

県では、いわて環境王国展

２０１０を開催します （入場無料）。

■日時 １１月１３日・１４日、午

前９時半から午後５時 （１４日は午

後４時）まで

■場所 アイーナ （盛岡駅西口）

■内容 石原良純講演会、西尾由
よしずみ

佳理トークショー、県内の環境に

関する連携取り組み事例発表など

詳しくは、県環境生活企画室

（０１９-６２９-５３２４）まで。

市では、市営住宅の入居者を募

集します。入居者は、住宅に困っ

ている度合いの順に決定し、順位

を決めがたい場合は抽選します。

■募集住宅 （今回は単身入居可）

【公営住宅】

【特定公共賃貸住宅】

■敷金 入居時家賃の３カ月分

■申込期限 11月4日

■申し込み方法 市建設部建設課

（松尾総合支所１階）、各総合支

所地域振興課に備え付けの用紙で

申し込みください （要書類審査）。

■入居抽選会・手続き説明会 １１

月１１日、午前１０時から（松尾総

合支所３階、申込者が対象）

詳しくは、市建設部建設課建築

係 （・内線２５２４竹田）まで。

来年度の検察審査員候補者に、

１１月ごろ通知書が届きます。

これは、裁判員候補者とは違い、

交通事故や犯罪に対する不起訴処

分のよしあしを審査するものです。

検察審査員候補者や検察審査員

は、有権者からくじで選ばれます。

詳しくは、盛岡検察審査会事務

局 （０１９-６２２-３３９１）まで。

市立図書館に、点字冊子 （県議

会だより、点字広報誌ふれあいら

しんばん、生活に関する点字冊子

など）を用意しました。お気軽に

ご利用ください。

詳しくは、市福祉部地域福祉課

障害福祉係 （・内線1167）まで。

初心者や初級者向けスキー・ス

ノーボード無料レッスンのインス

トラクターを募集します。

■雇用期間 １２月１日から平成

２３年３月末日まで

■人数 ㈱岩手ホテル＆リゾート、

東北リゾートサービス㈱各４人

■賃金 月１５万円（各種手当あり）

■要件 現在就労していない人

詳しくは、安比スキー＆スノー

ボー ドスクール （７３-６１２０畠

山）、東北リゾートサービス㈱

（７８-４１１１立花）まで。

第７１回国民体育大会開催基本構

想素案について、意見募集（パブ

リックコメント）を行います。

■実施期間 １１月１５日まで

■素案内容 ２０１６いわて国体や、

県の公式ホームページに掲載

■説明会 １１月４日、午後２時

から３時半まで （盛岡合庁８階）

詳しくは、同大会県準備委員会

事務局（０１９-６２９-６２９９）まで。

はちまんたい広報07

「県内から約１，０００人「県内から約１，０００人がが安比高原に安比高原に集結」集結」

（９月２８日、県地域婦人大会八幡平大会（９月２８日、県地域婦人大会八幡平大会））

「雨が降る中、勇壮に舞う「雨が降る中、勇壮に舞う」」

（９月２３日、曲（９月２３日、曲田田先先
さき

祓祓いい））
はら

「「ハロウィーンパーティーでリンボーダンハロウィーンパーティーでリンボーダンスス」」

（１０月９日、クラリー牧（１０月９日、クラリー牧場場））

あなたの知識と行動力を
海外協力隊で役立てよう

エコの輪をつなげよう
いわて環境王国展２０１０

生活に関する点字冊子
市立図書館にあります

地域資源活用を考えよう
シンポジウム開催します

検察審査員候補者に
通知書お届けします

国体開催基本構想案に
意見をお寄せください

スキー・スノボの魅力を
伝える仲間ここに集まれ

松尾地区の市営住宅
入居者を募集します

間取り
建築
年度

募集
戸数

住宅名

３Ｋ
風呂付き

Ｓ56、
57

３戸時森住宅

間取り
建築
年度

募集
戸数

住宅名

２ＬＤＫ
風呂付き

Ｈ７、
８

３戸湯沢住宅

おわび ９月お知らせ号２㌻ のイーハトーブトライアル大会の記事中、

「普代村まで」は、「田野畑村まで」の誤りでした。




