エッグデリカとサラダ
ファームの従業員募集
㈱岩手エッグデリカと㈱サラダ
ファームは、女性従業員を募集し
ます。
■職種・人数 ❶レストランホー
ルサービス・２人（２交代制、経
験者優遇）❷厨房補助パート・２
人
（２交代制）
❸花き生産販売パー
ト・２人
応募方法など詳しくは、㈱岩手
エッグデリカ（☎ 75-0288）まで。
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県保険医協会歯科部会では、ヨ
イ歯デーテレホン相談を行います。
■期日 ４月18日㈬
■受付時間 午前10時から午後７
時まで（午後 7 時以降、協会歯科
医師が相談者に電話回答します）
■内容 歯や口に関する悩み全般
■相談料 無料
■電話番号 019-651-7341

アンソメット選手が指導
サッカースクールを開講
アンソメット岩手では、２月か
ら開講しているサッカースクール
の受講生を募集しています。
■開催日 毎週土曜日（月４回）
■時間 午後２時から４時まで
■場所 大更公民館、大更小学校
校庭ほか（天候により決定）
■対象 幼児から小学生まで
■受講料 １回750円（初回は傷
害保険加入のため、別に 1，
000 円）
申し込みなど詳しくは、アンソ
メット岩手・丸山（☎ 090-87431964）まで。

市博物館協議会の
委員を募集します
市博物館では、博物館協議会の
委員を募集します。委員には年２
回開催する協議会で、博物館の管
理や運営に関する意見を出してい
ただきます。
■対象 満20歳から70歳までの、
健康で博物館の運営に興味のある
学識経験者
■任期 ５月１日㈫から26年４月
30日㈬まで
■申込方法 電話で氏名、年齢、
住所、連絡先電話番号を伝え、後
日、送付する申込用紙に必要事項
を記入の上、申し込み願います。
■申込期限 ４月19日㈭、正午
申し込みなど詳しくは、市教育
委員会事務局生涯学習課生涯学習
係（☎・内線2323）まで。

快適な室内気候を目指す
ピーエス㈱で共に働こう
ピーエス㈱では、パート従業員
を募集します。
■業種・人数 生産事務１人
■要件 20歳から30歳くらいまで
の人で、パソコン（エクセル初歩
関数）が扱え、簿記３級以上の人
■勤務 月～金曜日、午前 9 時か
ら午後 5 時まで
詳しくは、ピーエス㈱（担当＝
渡辺、☎78-3733）まで。

うつ病やアルコール問題
家族の対応方法教えます
うつ病やアルコール問題を抱え
る人の家族を対象に、対応方法な
どの教室を行います
（参加は無料）
。
■開催期日・申込期限
うつ病家族教室 ４月18日㈬、
５月16日㈬、６月20日㈬、７月18
日㈬＝申込期限４月11日㈬
アルコール家族教室 ４月20日
㈮、５月18日㈮、６月15日㈮、７
月20日㈮、８月24日㈮＝申込期限
４月13日㈮
■時間・場所 午後１時半から３
時半まで、県福祉総合相談セン
ター（盛岡市本町通三丁目）
詳しくは、県福祉総合相談セン
ター（☎019-629-9617）まで。

▼

市農業委員会は、農業の担い手
の育成・確保、農地の利用集積お
よび遊休農地の解消などについて、
積極的な活動を推進するため、24
年度の目標とその達成に向けた活
動計画
（案）
と、23年度の点検・評
価
（案）
を取りまとめました。そこ
で、この計画などの策定に当たり、
皆さんからの意見を募集します。
■計画
（案）
などの閲覧場所 市農
業委員会事務局、松尾総合支所地
域振興課、安代総合支所土木林業
課、市ホームページ
■意見募集期間 ４月10日㈫から
５月９日㈬まで
■意見提出方法 ❶郵送（〒0287192・八幡平市大更35-62、
八幡平
市農業委員会事務局）
、
 ❷ファク
ス
（75-0469）
、❸電子メール（nog
yoinbukyoku@city.hachimantai.
lg.jp）のいずれかで提出願います
（様式は自由）
。
※意見などは、住所・氏名・電話
番号など連絡先を明記し、日本
語で記入してください。これら
の記入がない場合、提出意見書
として取り扱いません。
■意見の公表 提出された意見は、
市の考え方を付して、その内容を
公表する予定です（氏名などは公
表しません）
。
詳しくは、市農業委員会事務局
農業振興係（☎・内線1283）まで。

歯や口に関する悩み
電話で何でも話そう

▼

農業委員会活動計画（案）
などに意見を募集します

海外支援にあなたの力
ＪＩＣＡボランティア
JICA ボランティアを募集します。
■応募期限 ５月14日㈪
■説明会日時 ４月14日㈯、午前
10時半からシニア海外ボランティ
ア、午後２時から青年海外協力隊
■会場 アイーナ（盛岡駅西通）
詳しくは、JICA東北ボランティ
ア担当
（☎022-223-4772）
まで。

フォレストｉで各種事業
参加者や展示者随時募集
アイ

フォレストｉでは、次の事業の
参加者を募集しています。
◎きのこ植菌体験
■日時 ４月21日㈯、午前９時45
分から正午まで
■参加費 1，
000円
（ホダ木付き）
◎金沢清水名水めぐり
■日時 ４月28日㈯、午前９時45
分から正午まで
■参加費 1，
000 円（昼食付き）
また、同施設を活用した写真展
などの展示者を随時募集します。
■展示物 写真、絵画、陶芸など
■ 展 示 期 間 11月 から25年３月
まで
（１団体１カ月間）
詳しくは、森林ふれあい学習館
フォレストｉ（☎ 78-2092）まで。

あなたのこころの風景を
ＮＨＫの名物番組で紹介
ＮＨＫでは、ＢＳプレミアム
「にっぽん縦断 こころ旅」
（平
日＝午前７時45分から８時まで、
土・日曜日＝午前11時から正午ま
で放送中）で紹介するこころの風
景エピソードを募集します。番組
は、俳優の火野正平さんが、視聴
者から寄せられた手紙を元に、思
い出の風景やみんなに伝えたい風
景を自転車で訪れるもので、応
募いただいた手紙は、６月11日
から２週間放送予定の岩手編で
紹介する予定です。
■応募方法 住所、氏名、電話番
号、性別、年齢、場所とエピソー
ド
（便箋２～３枚）
に写真
（あれば）
を添えて、〒150-8001、ＮＨＫ
放送センター「こころ旅」係へ
■応募期限 ５月11日㈮
詳しくは、同番組ホームペー
ジ（ h t t p :// w w w . n h k . o r . j p /
kokorotabi/）をご覧ください。

【広

告】

平和を仕事にする
各種自衛官を募集
自衛官を募集します。
■種目 幹部候補生（一般・技術
および歯科・薬剤科）
■応募資格 ❶一般・❷技術＝22
歳以上26歳未満 ❸歯科・❹薬剤
科＝20歳以上30歳未満（❹は28歳
未満）
■応募期限 ４月27日㈮
■試験日 ５月12日㈯
詳しくは、自衛隊盛岡募集案内
所（☎ 019-641-5191）まで。

趣味と経験を生かした
作品お待ちしています
㈶県長寿社会振興財団では、第
24回シルバー作品展の作品を募集
します（作品のテーマは自由）
。
■応募資格 県内在住で、昭和28
年４月１日以前に生まれた人
■募集部門 日本画、洋画、彫刻、
工芸、書、写真（１人各１点）
■申込期限 ５月10日㈭
■作品搬入日・場所 ６月14日㈭、
盛岡市民文化ホールマリオス４階
詳しくは、㈶県長寿社会振興財
団（☎ 019-626-0196）まで。
岩手駐屯地の訓練予定
（４月前半）
月 日
４月１0～１３日
４月１３日
４月１4日
４月１５日
４月１6日

時 間
8～１9時
8～１7時
8～１7時
１0～１6時
8～１9時

使用火器など
ヘリコプター
迫撃砲
榴弾砲
榴弾砲
榴弾砲

最新情報は、市ホームページに
掲載しています。
詳しくは、陸自岩手駐屯地司令
業務室（☎ 019-688-4311）まで。

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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