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安比高原では、安比高原または

安比高原ゴルフクラブで働く季節

従業員を募集します。

■募集職種 キャディ、レストラ

ンサービス、コース売店、観光牧

場ほか（勤務は４月から）

■時給 ７００円以上、パート９００円

■その他 常勤勤務（社会保険完

備）、週末勤務あり

詳しくは、盛岡グランドホテル

人事部（０１９-６２５-１００１）まで。

安代漆工技術研究センターは、

本年度の修了生が制作した作品展

を開催します（入場無料）。

■安代総合支所会場 ３月２７日、

午前１０時から午後４時まで

■市役所本庁舎会場 ３月２８日、

午前１０時から午後４時まで

詳しくは、安代漆工技術研究セ

ンター（・内線３９１０）まで。

㈱グローバル伸和製薬では、

パート従業員を募集します。

■業種・人数 健康食品製造１人

■要件 市内に住む１９歳から３５歳

までの人で、自動車通勤できる人

■雇用条件 時給６５０円以上、８：

３０～１７：３０勤務、雇用は３カ月更新

■応募期限 ３月３０日

詳しくは、㈱グローバル伸和製

薬総務部（７８-３３５５）まで。

４月から６月までの３カ月間、

いわてＤＣ（デスティネーション

キャンペーン）を開催します。

これはＪＲ６社と地方自治体な

どが協力して行われる日本最大規

模の観光キャンペーンで、本県で

は３２年ぶりの開催です。「一人ひ

とりがおもてなし！ あなたもわ

たしも『わんこきょうだい』」を

合言葉に、笑顔と真心でお客さま

を迎える「あなわん運動」に、皆

さんのご協力をお願いします。

■優しい心で迎えよう＝困ってい

る人には、ひと声掛けましょう。

■笑顔で迎えよう＝観光バスなど

に手を振って歓迎しましょう。

■きれいな岩手で迎えよう＝ゴミ

のない、きれいな街にしましょう。

詳しくは、いわてＤＣ推進協議

会事務局（県庁観光課内、０１９-

６２９-５５７２）まで。

全国健康保険協会（協会けんぽ）

は、４月に保険料率を改定します。

今回の改定は、医療費の増加や、

高齢者医療制度への拠出金増加な

どが要因となるもので、岩手支部

の健康保険料率は９．４５㌫から９．９３

㌫に、介護保険料率は１．５１㌫から

１．５５㌫となります。

このたびのご負担増加について、

皆さんのご理解をお願いします。

詳しくは、協会けんぽ岩手支部

（０１９-６０４-９００９）まで。

■お知らせ号編 集 後 記
震災から１年、あの日を忘れず、みんなで

被災地復興への支援を続けていきましょう。

▼４月から市役所組織が一部改正となり、今

までの５部１７課が４部１４課になります。各種

手続きの窓口も変わり、しばらくご不便をお

掛けします。広報発行も、新しく設置する市

長公室秘書広報係が担当するため、総務課広

報統計係としての広報発行は、今回が最後と

なります。今までありがとうございました。

さて、新体制はどうなるかな…。（津志田）

爽やかな風を浴びながら
安比高原で働きませんか

みんなで広げよう
「おもてなしの輪」

八幡平の自然に囲まれて
健康食品を作りませんか

協会けんぽの保険料率
４月から改正されます

漆工技術研究センターの
修了生による作品展開催

「平舘保育園児（写真）や交通指導員などが朗読

した『雨ニモ負ケズ』の映像を、東日本大震災

１周年追悼式典で上映」(３月１１日、県公会堂)

「万感の思いを込め、母校と後輩に送る高

校生活最後のエール」

（３月１日、平舘高校卒業式）

「観衆の前で、アンコール含め１３曲を披露」

（２月２６日、大更小学校ブラスバンド部メ

モリーズコンサート２０１２＝同校体育館）

はちまんたい広報07

４月から森林の所有者届出制度

が始まり、新たに森林の土地の所

有者となった人に対する事後届け

出が義務付けられました。

売買や相続などで森林の土地を

新たに取得した個人や法人は、９０

日以内に取得した土地のある市町

村へ届け出をしてください。

届け出方法など詳しくは、安代

総合支所土木林業課（・内線

３１４１）または盛岡広域振興局林

務担当（０１９-６２９-６６１２）まで。

社会福祉法人西根会では、臨時

職員を募集します。今回の募集は、

グループホームななしぐれ隣に建

設中の小規模多機能型居宅介護施

設「陽だまりの家 平舘」が３月

に完成することに伴うものです。

応募方法など詳しくは、社会福

祉法人西根会（７６-３１００）まで。

訪問介護員（ホームヘルパー）

養成講座２級課程を開催します。

■開催期間 ４月１２日から６月

１５日まで（全２１回）

■場所 ふれあいランド岩手

■定員 先着３０人（県内在住の人）

■受講費用 ６万円

詳しくは、特定非営利活動法人

人生いきいきクラブいわて（担当

長山、０１９-６６２-５３９８）まで。

市は、市発注の小規模工事や修

繕を希望する登録事業者を随時募

集します（見積書の依頼や契約を

約束するものではありません）。

■登録要件 市内に本社・本店ま

たは住所（住民登録）があり、次

のいずれにも該当しない者。市

税滞納者。市営建設工事等請負

資格者名簿登載者。希望登録業

種に必要な資格、免許などがない。

■登録できる業種 土木工事一

式、建築工事一式、大工工事、

左官工事、とび・土工・コン

クリート工事、石工事、屋根

工事、電気工事、管工事、

タイル・れんが・ブロック工事、

鋼構造物工事、鉄筋工事、

ほ装工事、しゅんせつ工事、

板金工事、ガラス工事、塗装

工事、防水工事、内装仕上工

事、機械器具設置工事、熱絶

縁工事、電気通信工事、造園

工事、さく井工事、建具工事、

水道施設工事、消防施設工事、

清掃施設工事のうち３業種まで

（市指定給水装置工事事業者や市

排水設備指定工事店は、該当業種

の登録は不要）

一括下請け（丸投げ）は不可。自

ら履行可能な業種を選択願います。

■提出書類 登録申請書、市

税の納税証明書、登録希望業種

の資格証の写し

■登録有効期間 ２６年３月末まで

詳しくは、市役所財政課契約係

（４月以降、総務課契約管財係）まで。

ＪＡＬ（日本航空㈱）は、いわ

て花巻空港発着の福岡線を約４年

ぶりに３月２５日から再開します。

また、札幌線の増便や、大阪線の

一部機体を大型化するほか、ＦＤ

Ａ（㈱フジドリームエアライン

ズ）も名古屋小牧線を増便します。

料金は、早期購入などの割引き

を利用すると、福岡線が１４，０００円

から、名古屋線は１２，０００円からと、

大変お得です。ますます便利な、

いわて花巻空港をご利用ください。

詳しくは、県空港利用促進協議

会（０１９-６２４-６３３０）まで。

■時刻表（３月２５日～１０月２７日）

いわて花巻空港が便利に
福岡線復活など増便実現

訪問介護員養成講座の
２級課程を開催します

小規模工事や修繕などを
希望する登録事業者募集

森林所有者届出制度
４月から始まります

「陽だまりの家平舘」の
完成に伴い臨時職員募集

７月１３日～１０月２７日運行

４月２日～２７日、５月２７日～６月２５日運行

８月１日～３１日運行

７月１日～９月３０日は出発を５分変更

到着時間出発時間

札幌着 ９：４５
〃 １４：０５
〃 １５：４５
〃 １８：１５

⇒

花巻発 ８：５０
〃 １３：１０
〃 １４：５０
〃 １７：２０札

幌
線 花巻着 ８：２０

〃 １２：４０
〃 １３：３５
〃 １６：５５

⇒

札幌発 ７：２５
〃 １１：４５
〃 １２：４０
〃 １６：００

名古屋着１０：３０
〃 １７：３５

⇒
花巻発 ９：１５
〃 １６：１５

名
古
屋
小
牧
線

花巻着 ８：４５
〃 １５：４５

⇒
名古屋発 ７：３０
〃 １４：３０

大阪着 １１：５０
〃 １４：３５
〃 １８：００
〃 １７：３０
〃 ２０：２０

⇒

花巻発 １０：２０
〃 １３：０５
〃 １６：３０
〃 １６：００
〃 １８：５０

大
阪
伊
丹
線

花巻着 ９：５０
〃 １２：３５
〃 １６：００
〃 １５：３０
〃 １８：２０

⇒

大阪発 ８：２５
〃 １１：１０
〃 １４：３５
〃 １４：０５
〃 １６：５５

福岡着 １６：１０⇒花巻発 １４：００福
岡
線 花巻着 １３：５０⇒福岡発 １１：５０

「葉たばこ耕作環境が大きな転換期を迎え

る中、安代葉たばこ耕作記念大会を開催」

（２月１８日、新安比温泉静流閣）

「『だんぶり長者の遺産』著者の加藤美南子

さん（北寄木）が講演を行いました」

（２月２６日、市立図書館２０周年記念の集い）

「市内４会場で東日本大震災の写真を展示」

（２月１９日～２６日、おおぶけまちなかギャ

ラリー～三陸の現在を伝える写真展）
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