消防署や市役所に電話を
かける際は注意願います

税理士が還付申告書の
作成をお手伝いします

八幡平エンジョイ雪合戦
仲間で申し込みましょう

市内の学童保育クラブで
指導員をしてみませんか

高校・大学などの進学に
国の教育ローンの利用を

電話をかけた側の呼び出し音が
数回鳴った後でないと、消防署や
市役所の呼び出し音が鳴り始めな
い場合があります。
特に、緊急を要する場合やお急
ぎの場合は、消防署や市役所がす
ぐに受話器を取らないように感じ
られる場合がありますが、機械の
構造上の問題ですので、ご了承願
います。
詳しくは、市役所総務課（☎・
内線 1231）
まで。

東北税理士会盛岡支部では、還
付申告無料相談会を開催します。
■日時 2月1日㈯・2日㈰、午
（受け付
前10時から午後4時まで
けは午後3時まで）
■場所 イオンモール盛岡２階
■対象 年金受給者および給与所
得者
■持参するもの 印鑑、源泉徴収
票、社会保険料の納付証明書、国
民年金の控除証明書、生命保険や
介護医療保険および地震保険の控
除証明書、
医療費の領収書、
筆記・
計算用具、本人名義の通帳、扶養
家族の名前・生年月日・収入が分
かるもの、県災害対策本部などが
発行する寄付金の受領証など
詳しくは、東北税理士会県支部
連合会
（☎019-622-5160）
まで。

㈱岩手エッグデリカでは、第2
回八幡平エンジョイ雪合戦を開催
します。
■開催日 3月1日㈯、2日㈰
■時間 ▶1日＝受付８:００～8：30、
監督会議8：30～9：00、開会式9：00、
試合開始9：30
▶２日＝決勝リーグ 9：00
■会場 サラダファーム内特設ス
テージ
■種目 ❶本気モードステージ
（監督1人、
選手9人によるチーム）
❷男女ミックスステージ（❶と同
条件で、競技開始時に女性が3
人出場していること）
❸キッズス
テージ
（小学生チーム、男女不問、
１日のみ）
■参加料 １チーム 5,000円、
キッズステージは無料
■申込期限 2月18日㈫
申 し 込 み は 、事 務 局（ ☎7 5 0288、ファクス 75-0277）
担当、大
川、京塚まで。

２6年度に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 普通自動車運転免許
■勤務場所
（学童保育クラブ） ❶
大更❷大更第二❸渋川❹田頭❺東
大更❻平笠❼平舘❽寺田❾松野❿
あしろ⓫田山
■勤務日 月～土曜日
■募集人数 ❶～❹＝若干名、
❺～⓫＝若干名
■時給 860円
（交通費は別途支給）
■応募期限 2月７日㈮
申し込みなど詳しくは、❶～❹
＝特定非営利活動法人・あそぼっ
こ
（☎６8-7677）、❺～⓫＝特定非
営利活動法人・七時雨いきいき
まで。
ネットワーク
（☎７７-２７５０）

「国の教育ローン」は、高校、大
学などに入学・在学する子どもを
持つ家庭を対象とした公的な融資
制度です。
子ども１人につき300万円以内
を、固定金利
【年2.55％ [母子家庭
または世帯年収
（所得）
200万円
（122
万円）
以内の方の利率は年2.15％ ]】
で利用でき、在学期間内は利息の
みの返済ができます。 ※利率は
平成２５年7月10日現在のものです。
詳しくは、教育ローンコールセ
ンター
（ナビダイヤル0570-008-656
または☎ 03-5321-8656）
まで。

小・中学校支援員の
申し込み受け付け中
市教育委員会は、２６年度小・中
学校支援員を募集しています。
■募集職種 ❶みのりサポート推
進員
（中学生の学習支援）
❷ひかり
サポート推進員（主に小学生の学
校生活支援）
❸適応指導教室指導
員（不登校の子どもの学習・生活
指導）
❹適応支援相談員
（別室登校
の子どもの学習・生活支援など）
１８歳
■応募資格 ４月１日現在、
以上で健康な人、自家用車で通勤
できる人、❶は、教員免許必要
■雇用期間 ４月１日から２７年３
月 ３１日まで
■応募方法 市教育委員会（松尾
総合支所内）
、地域振興課(本庁、
安代総合支所）
に備え付けの応募
用紙・履歴書に必要事項を記入し
て、市教育委員会事務局学校教育
課へ提出してください。※郵送可
■申込期限 ２月１４日㈮必着
詳しくは、市教育委員会事務局
学校教育課
（☎・内線2315）
まで。

２６年度入園希望の方は
お問い合わせください
私立ひなぎく幼稚園では、平成
２６年度入園児を２月末日まで募集
しています。
入園希望の方は、同園
（☎765011）
へお問い合わせください。
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自衛官候補生（男子）の
申し込みを受け付け中
防衛省では、自衛官候補生
（男
子）
を追加募集しています。
■年齢制限 18歳以上27歳未満
■申込期限 1月23日㈭
■試験日 1月26日㈰
■試験会場 陸上自衛隊岩手駐屯
地
（滝沢市一本木）
詳しくは、自衛隊岩手地方協力
本部盛岡募集案内所
（☎019-6415191）
まで。

母子家庭の母などを支援
する女性の講習会を実施
県母子寡婦福祉連合会では、
家庭養育ヘルパー養成講座を開
催します。受講は無料です。
■期間 ２月９日㈰から３月２日
㈰までの全５日間
■会場 盛岡市総合福祉センター
ほか
■対象 県内在住の母子家庭の母
などに支援・協力できる女性
詳しくは、同連合会
（☎019-6238539）
まで。

「たからっこ広場」
で働く
子育てアドバイザー募集
たからっこ広場（大更学童保育
クラブ内）
で勤務する26年度子育
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 普通自動車運転免許
■勤務日 月～土曜日
【㈬を除く】
■勤務時間 午前10時～午後３時
■募集人数 若干名
■時給 860円
（交通費は別途支給）
■応募期限 ２月７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（☎
68-7677）
まで。

臨床心理士の電話相談と
一般公開講座があります
一般財団法人日本臨床心理士
会、県臨床心理士会では、こころ
の健康電話相談を行います。
■日時 1月26日㈰、午前9時か
ら午後5時まで
■相談電話番号 019-653-1402
■内容 職場、学校、家庭のこと
など、相談内容は問いません。
また、県臨床心理士会では、県
民を対象に、一般公開講座を開催
します。
■日時 2月1日㈯、午後3時か
ら4時半まで
■会場 プラザおでって（盛岡市
中ノ橋通一丁目1-10）
■テーマ 「震災後における依存
症問題の理解と対応」
詳しくは、同会事務局（ファク
ス 019-694-2321、メール ｉｗａｔｅ＿
ｓｃｃｐ＠ｍａｉｌ．ｇｏｏ．ｎｅ．ｊｐ）まで。

【広

告】

放射線などの測定結果について
平成25年11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。
11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
13：20
0.06
松 尾
地上
13：35
0.05
庁 舎 11月27日
１㍍
安 代
14：35
0.07
庁 舎
（µSv/h ＝マイクロシーベルト毎時）

また、西根・安代地区学校給食
センターでは、調理した給食の放
射性物質の測定を行っています。
その結果、11月28日、12月5日・
１2日・16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。

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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