自衛隊八幡平市協力会
防衛講話を開催します

「統計の日」の標語
考えてみませんか

八幡平山頂レストハウス
季節従業員を募集します

相続の悩みについて
２月中は相談が無料

アピオにスイーツの
名店が大集合します

自衛隊八幡平市協力会では、防
衛講話を開催します。どなたでも
参加できます。
■日時 ２月１５日㈯、午後２時か
ら３時まで
■場所 西根地区市民センター
■演題 「我が国周辺の安全保障」
※撮影、
録音、
録画は、
ご遠慮いた
だく場合があります。
■講師 竹丸道雄自衛隊岩手地方
協力本部長
■参加料 無料
詳しくは、同協力会事務局
（市
役所市民課地域安全係 、
☎・内
線1122）
まで。

総務省では、「統計の日
（10月
18日）
」
の標語を募集しています。
26年度のテーマは、
「時代の動
きを的確に捉えた質の高い統計を
得るには、
国民の協力が必要」
です。
■応募区分 小・中・高生の部、
一般の部、統計関係者の部、公務
員の部
■提出先 小・中・高生、一般の
方は同省政策統括官室へメール
（ｔｏｕｋｅｉｎｏｈｉ＠ｓｏｕｍｕ．ｇｏ．ｊｐ）
または
ファクス（03-5273-1181）
で、統
計関係者、公務員の方は市役所市
長公室へ提出ください
（1人5作
品まで）
。
■提出期限 3月31日㈪
詳しくは、同省ホームページま
たは市役所市長公室情報統計係
（☎・内線1214）
まで。

市観光協会では、八幡平山頂レ
ストハウスの季節雇用従業員（２６
を募集し
年４月中旬～１１月上旬）
ます。
■募集職種
（いずれも若干名) 売
店、食堂、施設管理など
■要件 市内に住む１９歳以上６５歳
以下の健康な人で、自家用車など
で松尾八幡平ビジターセンターま
で通勤できる人
■給与 時給 ７５０円～
■申し込み方法 任意の履歴書に
必要事項を記入して、同協会へ郵
送または持参してください。
■申込期限 ３月７日㈮
詳しくは、
同協会
（☎78-3500）
まで。

県司法書士会では、毎年２月を
「相
続登記はお済みですか」
月間とし、
無料で相談を受け付けています。
◎特設無料相談所
（事前の予約不要）
■日時 ２月中の毎週金曜日、午前
10時から正午まで
■場所 県司法書士会館
（盛岡市本
町通二丁目12-18）
◎司法書士事務所での無料相談
■期間 ２月３日㈪から28日㈮まで
（土・日曜日、祝日を除く）
■場所 県内の各司法書士事務所
◎無料電話相談
（☎0120-823-815）
■日時 ２月３日㈪から28日㈮ま
で、午前10時から午後１時まで
（土・
日曜日、祝日を除く）
詳しくは、同会
（☎019-622-3372）
まで。

盛岡・八幡平元気まるごと発信
事業実行委員会では、いわてＳ－
1スイーツフェア2014を開催します。
■日時 ２月２２日㈯・２３日㈰、午
前１０時から午後４時まで
■場所 岩手産業文化センター・
アピオ
（滝沢市砂込389-20）
■内容 展示即売、人気投票など
詳しくは、同実行委員会事務局
（☎ 019-629-6510）
まで。

市民対象の介護教室
岩鷲苑で実施します
介護老人保健施設岩鷲苑では、
介護教室を開催します。
■日時 ２月２８日㈮、午後１時半
から２時半まで
■演題 「骨と栄養のはなし」
■受講料 無料
申し込みは、同苑
（☎76-5611）
まで。

通信制の高校普通科
ＮＨＫ学園で学ぼう
ＮＨＫ学園では、通信制の高等
学校普通科の生徒を募集していま
す。
■対象 中学校を卒業した人また
は３月に卒業見込みの人、高等学
校中退者など
■履修年数 ３年
■申込期限 ４月３０日㈬
■申込方法 請求により入学案内
書と願書を送付、出願受付順に書
類選考と面接を行います。
問い合わせおよび案内書の請
求は、同学園広報・学習支援セ
ンター
（〒186-8001 東京都国立
市富士見台2-36-2、☎042-5723151、ファクス 042-574-1006）
山
田、山﨑まで。
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難聴や耳鳴りの悩み
専門医に相談しよう

岩手労働局、盛岡公共職業安定
所では、介護・看護・保育・農林
漁業分野での就職を希望する人を
対象に、
就職相談会を開催します。
■日時 2月20日㈭、午後1時
半から4時まで
■場所 ホテルメトロポリタン
ニューウィング
（盛岡駅前）
詳しくは、盛岡公共職業安定所
専門相談部門福祉人材コーナー
（☎ 019-624-8904）
まで。

日本耳鼻咽喉科学会県地方部会
では、耳の日（毎年3月3日）
無
料相談を行います。
■日時 3月2日㈰、午前10時
から午後1時まで ※予約不要
■場所 岩手医科大学付属病院循
環器医療センター（盛岡市中央通
一丁目2-1）
■内容 耳鼻咽喉科専門医による
難聴、耳鳴りや補聴器に関する診
察・検査と医療相談
詳しくは、岩手医科大学付属病
院耳鼻咽喉科
（☎ 019-651-5111、
内線 6804）
嶋本まで。

労使間の問題で
相談に応じます

待機電力も節電し
省エネ心掛けよう

県労働委員会では、労使間の問
題について、委員（弁護士、労働
団体役員、経営者など）
が相談に
応じます。
■日時 2月23日㈰、午後1時
から4時まで
■場所 盛岡地区合同庁舎（盛岡
市内丸11-1）
問い合わせおよび予約は、同会
事務局
（☎ 019-629-6276）
まで。

テレビ・ビデオ・エアコンなど
リモコンを使用する電気製品は、
使用していない時でも若干の電気
（待機電力）
を消費しています。
最近の実態調査では、家庭で消
費する電力量のおよそ10％が
「待
機電力」
になっています。
使わない時は主電源を切り、コ
ンセントから抜いておくことが省
エネにつながります。

農林漁業、介護、看護や
保育の就職相談会を開催

市内の介護老人保健
施設で調理師募集中
㈱ヘルスケアキッチンみたけで
は、介護老人保健施設などで給食
調理業務を行う市内在住の人を募
集しています。
■職種 調理師
（調理師免許必要）
■勤務地 大更
（岩鷲苑）
、
平舘
（麗
峰苑）
、川原
（あしろ苑）
■勤務時間 ❶5：45～14：30❷
8：30～17：15❸10：45～19：30
■給与 月額 140,000～ 150,000円
■応募 電話連絡の上、写真を添
付した履歴書を郵送
（〒020-0122盛
岡市みたけ二丁目9-30）
ください。
詳しくは、同社
（☎019-6588441）
まで。
【広

告】

岩手大学などで
セミナーを開催
東北地区国立大学法人等職員採
用試験実施委員会では、オープン
セミナーを開催します。
■日時 2月18日㈫、午後2時か
ら4時40分まで
■場所 岩手大学（盛岡市上田）
■対象 昭和59年4月2日以降
に生まれた人
■内容 職員採用試験の概要など
■申込方法 ホームページ
（ｈｔｔｐ：//
ｗｗｗ．ｂｕｒｅａｕ．ｔｏｈｏｋｕ．ａｃ．ｊｐ/ｓｈｉｋｅｎ/）
の専用フォームから事前予約が必
要です。
詳しくは、同委員会採用試験事
務室
（☎022-217-5676）
まで。

おわびと訂正
広報はちまんたい１月９日号
（No.188）
の４㌻に掲載した羽澤
幸一さんが受章された叙勲につい
て誤りがありました。おわびして
訂正します。
誤）
瑞宝単光章 → 正）
旭日単光章

▪編集後記
広報はちまんたいが、県の市町村広報コン
クールで、奨励賞を受賞しました。これもひ
とえに、皆さんのご協力があってこその受賞
です。ありがとうございます。▷東北広報サ
ミットが盛岡市で開催され、各市町村の広報
担当者から貴重な体験談や意見をいただいて
きました。災害広報をテーマとし、市町村が
どうあるべきかを学んできました。今後の編
集に生かしていきたいと思います▷ソチ五輪
が始まります。皆さんで永井秀昭さんの活躍
（佐々木）
を応援しましょう！

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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