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詳しくは各担当、各機関に問い合わせを
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松尾総合支所 74-2111
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八幡平市に本拠を置くサッカー

チーム・アンソメット岩手八幡平

では、２月から開催するサッカー

スクールの受講生を募集します。

■日時 毎週土曜日、午後２時か

ら４時まで（月４回開催）

■場所 大更小学校校庭、同体育

館ほか（天候により決定）

■対象 幼児から小学生まで

■受講料 月３,０００円（１回７５０円）

■指導者 アンソメット岩手八幡

平選手、スタッフ

申し込みなど詳しくは、アンソ

メット岩手八幡平・丸山（０９０-

８７４３-１９６４）まで。

市は、２４年度の自然公園保護管

理員、指導員登録者を募集します。

■応募資格 ４月１日現在、２５歳

以上の健康な人

■契約期間 ４月中旬から１１月ま

でのうち、１３５～１５５日程度（市

と業務委託契約を結びます）

■業務内容 自然公園内の登山道

パトロール、刈払い、山小屋の清

掃管理など

■応募方法 市役所商工観光課、

松尾総合支所地域振興課、安代総

合支所土木林業課にある履歴書に

必要事項を記入の上、市役所商工

観光課に提出

■申込期限 ２月２４日消印有効

詳しくは、市役所商工観光課観

光振興係（・内線１２６６）まで。

市教育委員会は、２４年度の小・

中学校支援員を募集します。

■職種 にこにこサポート推進

員（複式学級の授業補助）みのり

サポート推進員 （中学生の学習支

援）ひかりサポート推進員 （主

に発達障がいの小学生の学校生活

支援）適応指導教室指導員 （不

登校児童生徒の学習・生活指導）

適応支援相談員 （別室登校児童

生徒の学習・生活支援）理科支

援員 （理科授業の準備補助など）

■応募資格 自分で自動車通勤が

できる人（・は、要教員免許）

■雇用期間 ４月 １日から１年間

■申込期限 ２月１５日必着

詳しくは、市教育委員会事務局

学校教育課学事係（・内線２３１５）

まで。

市農業委員会は、地区農業委員

や事務局職員が出向いて、「農地

や農業者年金に関すること」など

の相談に応じたり、農業に関する

意見交換などを行ったりする地区

移動相談会を開催します。

■日時・場所（対象地区）

△
２月８日、午前１０時～午後３

時、安代総合支所（安代地区）

△

２月９日、午前１０時～午後３

時、西根地区市民センター（西

根・松尾地区）

詳しくは、市農業委員会事務局

（・内線１２８３）まで。

学習や生活サポートする
小・中学校支援員を募集

アンソメット岩手八幡平
サッカースクールを開催

■お知らせ号編 集 後 記
今回のお知らせ版は急きょ（津志田）に代

わり、編集を担当しました。思えば、お知ら

せ版の編集を担当したのは、広報はちまんた

い№１３（平成１８年３月１６日発行）以来約６年

ぶり。もう昔のことですっかり忘れていまし

た。時が経つのは早いものです。でも、今か

ら６年が経過しても、昨年の３月１１日に発生

した東日本大震災のことは忘れていはいけな

い、いや忘れることができるわけがないと改

めて感じました。（北口）

自然保護管理員など
登録者を募集します

移動相談会を開催
お気軽にご相談を
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北方領土返還要求県大会を開催

します。誰でも参加できます。

■日時 ２月３日、午後１時半

から３時半まで

■場所 ホテルグランシェール花

巻（花巻市）

■内容 記念講演、北方四島訪問

者報告ほか

詳しくは、北方領土返還要求運

動県民会議（０１９-６２９-５３３７）まで。

一般社団法人社会的包摂サポー
ほう せつ

トセンターでは、東日本大震災被

災地の皆さんが気軽に相談できる

寄り添いホットラインを開設して

います。どんなことでもご相談く

ださい。相談は無料。

■日時 毎週木・土曜日、午前１０

時から午後１０時まで

■相談電話番号 ０１２０-２７９-３３８

毎年、自動車の検査（車検）や登

録手続きが３月に集中します。で

きるだけ２月中に済ませましょう。

■受付時間 午前８時４５分から正

午まで、午後 １時から４時まで

（土・日曜日や祝日は休み）

詳しくは、東北運輸局岩手運輸

支局 （自動車登録・検査テレホン

サービス０５０-５５４０-２０１０）、軽

自動車検査協会岩手事務所 （

０１９-６３９-８０１１）まで。

県学生会館（東京都豊島区）では、

４月からの入寮生を募集します。

■資格 県出身者（保護者の生活

の本拠地が本県）で、寮から通学

できる大学などに入学する学生

■募集人数 男女各２０人程度

■入寮期間 原則として２年間

■寮費 月８０,５００円（朝夕の食費

など含む）、入寮時に１００,０００円

■選考期日 前期２月１４日、後

期３月１６日

■選考会場 いわて県民情報交流

センター「アイーナ」

申し込み方法など詳しくは、公

益財団法人岩手県学生援護会（

０３-３９７２-４７８３）まで。

東北税理士会盛岡支部では、還

付申告書無料相談会を開催します。

■日時 ２月４日・５日、午

前１０時から午後４時まで（受け付

けは午後３時まで）

■場所 イオンモール盛岡２階

■対象 年金受給者や給与所得者

で、医療費などの還付申告希望者

■持参する物 認め印、給与・年

金の源泉徴収票、社会保険料納付

額が分かる納税通知書など、国民

年金控除証明書、医療費の領収書

筆記用具・計算用具、本人名義の

預金通帳、東日本大震災に関する

り災証明書や受領書など

詳しくは、県税理士会館 （

０１９-６２２-５１６０）まで。

２４年度学童保育クラブで勤務す

る指導員を募集します。

■業務内容 小学生の見守りや育

成など

■応募資格 普通自動車免許

■勤務場所（学童保育クラブ） 

大更大更第二渋川田頭東

大更平笠平舘寺田松野

あしろ田山

■勤務日 月～土曜日

■募集人数（予定） ～＝１２人、

～２１人

■時給 860円

■応募期限 ２月８日

申し込みなど詳しくは、～

＝特定非営利活動法人・あそぼっ

こ（７６-３３７４）、～＝特定非

営利活動法人・七時雨いきいき

ネットワーク（７７-２７５０）まで。

２４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 普通自動車免許

■勤務日 月・火・木・金・土曜

日のうち、２日または３日勤務

■募集人数 ２人（予定）

■時給 860円

■応募期限 ２月８日

申し込みなど詳しくは、特定非

営利活動法人・あそぼ っこ（

７６-３３７４）まで。

北方領土問題関心深める
県大会に参加しませんか

税理士による還付申告書
無料相談会を開催します

学生生活を県学生会館で
２４年度入寮生募集します

車検や廃車など各種登録
早めに手続きしましょう

震災に伴う悩み事何でも
寄り添いホットラインへ

市内学童保育クラブで
指導員になりませんか

「たからっこ広場」で働く
子育てアドバイザー募集
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