企業の環境への取り組み
県ＨＰへ掲載しませんか

自然保護活動に携わる
ボランティアを募集中

青年国際交流事業に
参加してみませんか

市内の各施設で働く
パート従業員を募集

県民の森で岩手山の
写真展を開催します

県では事業所での環境コミュニ
ケーションの取り組みを浸透させ
るため、企業が作成した環境報告
書をホームページへ掲載する「い
わて報告書バンク」
を実施してい
ます。
環境への取り組みを住民の皆さ
んへ情報提供したいとお考えの企
業は、環境報告書バンクに掲載し
てみませんか。
詳しくは、県環境保全課環境調
整担当
（☎019-629-5356）
まで。

県では、自然公園や自然環境保
全地域で、利用者へのマナー指導
などの自然保護活動をするボラン
ティアを募集しています。
■活動地域 県内で指定されてい
る国定公園、県立自然公園、自然
環境保全地域
■要件 県内に在住している18歳
以上の人で、自然保護および利用
指導のために意欲を持って活動に
従事できる人
■応募期間 随時
■応募方法 次の事項を記入の
上、はがき、ファクシミリまたは
電子メールで応募ください。❶郵
便番号❷住所❸氏名（ふりがな）
❹生年月日❺電話番号❻職業❼活
動地域
（複数選択可）
■応募先 〒020-8570 盛岡市
内丸10-1 県環境生活部自然保
護課自然公園担当あて
【ファクス】019-629-5379
【電子メール】FA0031@pref.
iwate.jp
詳しくは、県庁自然保護課（☎
019-629-5374）
まで。

内閣府では、青年国際交流事業
の参加者を募集しています。
■種類 東南アジア青年の船、日
韓青年親善交流、国際青年育成交
流事業
（ドミニカなど）
■応募期限 ３月２５日㈪
■説明会 ３月１７日㈰、午後３時
半から、岩手県民情報交流セン
ター
（アイーナ）
６階
応募方法など詳しくは、県庁
青少年・男女共同参画課
（☎019629-5374）
まで。

八幡平市産業振興㈱では、パー
ト従業員を募集しています。
■勤務先 道の駅にしね、あすぴー
て物産館、岩手山焼走り国際交流
村、森乃湯、なかやま荘
（グラウン
ド管理）
■人数 各施設１、２人程度
■待遇 当社規定によります
■応募方法 電話連絡のうえ、履
歴書を提出ください。
■応募期限 ３月18日㈪
詳しくは、同社
（☎78-2030）
、
担当・田中、森まで。

県民の森では、岩手山の写真展
（展示者：菊池健逸氏）
を開催します。
■期間 ４月１日㈪～29日㈪
■時間 午前９時から午後４時まで
詳しくは、森林ふれあい学習館
フォレストｉ
（☎78-2092）
まで。

事業主と労働者の相談
窓口を開設しています
岩手労働局では、労使間でのト
ラブルを抱えている皆さんのため
に、無料の相談窓口「総合労働相
談コーナー」
を開設しています
（電
話での相談も受け付け中）
。
■時間 平日午前９時～午後５時
■場所 岩手労働局（盛岡第２合
同庁舎５階）
■フリーダイヤル 0120-980-783
詳しくは、同窓口または最寄り
の労働基準監督署まで。

森林について知識を得る
講座を受けてみませんか
ＮＰＯ法人いわて森林再生研究
会では、森林ボランティア講座を
開きます。募集人員は、40人です。
■期間 平成２5年４月から26年
３月まで
（全20回）
■場所 盛岡市手代森の
「研修林」
■内容 森林についての基礎知識
や安全な森づくりの技術の習得、
正しい機材の使い方や間伐材の利
活用など
■年間参加費 一般 10,000円、
学生 5,000円
（保険料・テキスト
代含む）
詳しくは、同法人（盛岡市上田
堤１－１３－７、☎090-7070-8724
【担当・斉藤】、FAX019-6630547）
まで。
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歯や口に関する悩み
無料で相談できます

看護師・准看護師
看護助手を募集中

県保険医協会歯科部会では、イ
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
詳しくは、同部会
（☎019-6517341）
、担当・石川まで。

東八幡平病院では、看護師・准
看護師・看護助手を募集します。
■職種 看護師・准看護師、看護
助手
（資格不要）
【年齢不問】
■人数 若干名
（２交代制）
■給与 当院給与規定による
■応募 随時電話で受け付け
詳しくは、東八幡平病院
（☎782511）
まで。

テレトラック安代の
交通誘導員を募集中

国家公務員の採用試験を実施します
申込方法や受付期間を確認ください

テレトラック安代に勤務する
パート従業員を募集します。
■内容 交通誘導警備業務
■人数 若干名
■給与 時間給８００円
■時間 午前８時から午後５時まで
詳しくは、第一商事㈱（☎019651-3241）
まで。

人事院では、国家公務員採用試験を次のとおり実施します。
試験名

申し込み受付期間

第 1 次試験日

【インターネット】
〔受信有効〕
総合職試験
４月１日㈪午前９時から８日㈪まで
４月28日㈰
（ 院 卒 者・ 大 卒
【インターネットが利用できない環境】
程度試験）
３月11日㈪から３月２９日㈮まで
（土日祝日を除く）
【インターネット】
〔受信有効〕
一般職試験 ４月９日㈫午前９時から18日㈭まで
６月16日㈰
【インターネットが利用できない環境】
（大卒程度試験）
３月２１日㈭から４月８日㈪まで
（土日祝日を除く）
【インターネット】
一般職試験 ６月２４日㈪から７月３日㈬まで
（高卒者試験）【郵送・持参】
６月24日㈪から６月２８日㈮まで

【広

告】

放射線などの測定結果について
平成25年１月に測定した空間
放射線量は下表のとおりです。
詳しくは、市役所市民課環境衛
生係
（☎・内線1124）
まで。

１月放射線量測定結果
測 定
測 定 測 定 線量等量
測定日
地 点
区 分 時 刻率
（µSv/h）
本庁舎
13：45
0.03
松 尾
地上
14：23
0.04
庁 舎 1月29日
１㍍
安 代
14：39
0.05
庁 舎
（µSv/h ＝マイクロシーベルト毎時）

また、調理した給食の放射性物
質の測定を西根地区学校給食セン
ターで行っています。
その結果、1月31日、2月８日・
14日・21日の測定では、放射性物質
は検出されませんでした。内容は、
市ホームページで公開しています。
詳しくは、西根地区学校給食セ
ンター
（☎70-1117）
まで。
おわびと訂正
広報はちまんたい２月７日号
（№167）
の４㌻で紹介した神田勝
恵さんと鬼柳文雄さんの年齢に誤
りがありました。おわびして訂正
します。
神田勝恵さん
鬼柳文雄さん
誤 42歳
誤 63歳
正 43歳
正 65歳

将来の名選手を目指して

今月の表紙

三 ケ 田 礼 一 杯 第2 1 回 市 ジ ュ ニ ア ス
キー選手権大会などが２月9日、田山ス
キー場で行われ、３種目の競技に計254
人の選手が出場しました
（結果は１1㌻）
。
り こ
出場者を代表して、宮野莉胡さん（安
代小６年）
が選手宣誓。大会が始まると、
将来の名選手を目指して競技に挑む児童
や生徒らに、会場に訪れた人や家族から
多くの声援が送られていました。
▪編集後記
気付けば、広報の担当になってから、１
年が過ぎようとしています。本当にあっと
いう間で、時間の流れの早さに驚かされま
す▷インカレ開催中は、いざ写真を撮ろう
とすると天気が悪くなり、大変な思いをし
ました。荒れた天候の日もありましたが、
インカレ成功のために運営に携わった皆さ
ん、お疲れさまでした。
（佐々木）

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。

9月８日㈰

※インターネットが利用できない環境の場合、上記受付期間中の午前９
時から午後５時までに、次の問い合わせ先にご連絡ください。
詳しくは、人事院ホームページまたは問い合わせ先まで。
■問い合わせ先 人事院東北事務局第二課試験係
（☎ 022-221-2022）
■人事院ホームページ
〔http://ｗｗｗ .jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm〕
No.

169 ◎2013．3．7
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