予防接種委託医療機関
新たに追加されました

危険物による事故
みんなで無くそう

四角岳の美化登山に
参加してみませんか

八幡平市の食材に舌鼓
大地の恵みを味わおう

交通災害共済の
加入受け付け中

市からお知らせしている定期予
防接種の委託医療機関に、
「八幡平
こどもクリニック」
（大更・北村）
が加わりました。
■実施曜日 月・火・木・金・土
曜日
（土曜日は午前中のみ）
■受付時間 午前８時半から正午
まで、午後１時半から５時まで
詳しくは、同クリニック
（☎752632）
まで。

6月8日㈰から14日㈯までは、
危険物安全週間です。
油の漏えい事故は、
農地や河川、
飲料水などに重大な被害をもたら
します。日頃から、ホームタンク
の転倒防止などに努めましょう。
詳しくは、八幡平消防署
（☎762119）
、
松尾出張所
（☎74-2119）
、
安代出張所
（☎72-2119）
まで。

本市と秋田県鹿角市、青森県田
子町では、北東北3県境に位置
する四角岳の美化登山を実施しま
す。登山の服装で参加ください。
■日時 6月29日㈰、小雨決行
▶安代総合支所＝午前8時集合
▶田山支所＝午前8時20分集合
解散は午後３時ごろを予定
※登山口までは市で送迎します。
■持ち物 昼食、水筒など
■申込期限 6月18日㈬
詳しくは、市役所市民課環境衛
生係
（☎・内線1124、1125）
まで。

八幡平市産業振興㈱では、「～
お い
美味しいブランド八幡平2014～大
地の恵みを味わう会」
の参加者を
募集しています（参加にはチケッ
トが必要です）
。
■日時 7月2日㈬、午後6時半
開始
■場所 盛岡グランドホテル
■募集人数 350人
■チケット販売期限 6月23日㈪
※定員になり次第、販売終了
■チケット価格 6,000円
■チケット販売店 道の駅にし
ね、なかやま荘など
詳しくは、同社
（☎78-2230）
ま
で。

交通事故でけがをした時や、死
亡した時に給付を受けられる市町
村交通災害共済の２６年度加入受け
付けが始まりました。
■共済期間 26年８月１日㈮から
27年７月31日㈮まで
■掛け金 １人当たり年額400円
■申込方法 各家庭に配布済みの
加入申込書へ必要事項を記入の
上、９月30日㈫までは、県内の金
融機関窓口へ、
10月１日㈬以降は、
市役所または松尾・安代総合支所
へ申し込みください。
■請求方法 市役所で請求の手続
きを行ってください。
詳しくは、市役所市民課地域安
全係
（☎・内線1122）
まで。

平和と安全を守ろう
自衛官候補生を募集
防衛省では、自衛官候補生（航
空・海上）
を募集しています。
■願書提出期限 6月18日㈬
■応募資格 18歳以上27歳未満
の男子
■試験期日 ６月22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。

自立や就活の相談会で
若者をサポートします
もりおか若者サポートステー
ションでは、15歳から39歳まで
の若者やその家族の就労・自立に
関する相談を無料で実施します
（相談には事前の予約が必要です）
。
■日時 ６月20日㈮、午前10時か
ら午後４時まで
■場所 西根地区市民センター
■相談時間 1人当たり50分程
度
■予約方法 電話またはメール
【予約締め切りは6月18日㈬】
■予約受け付け 月曜日から金曜
日および第2・第4土曜日の午
前9時から午後5時まで
詳しくは、同サポートステー
ション
（☎019-625-8460）
加藤、
渡邊、山本または電子メール
【mail@morisapo.jp】
まで。
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こころの健康相談
気軽に申し込みを
自分や家族の心の悩み、ひきこ
もり、認知症、飲酒の問題などに
ついて、専門医による相談会を行
います
（相談には事前の予約が必
要です）
。
■日時 ６月23日㈪、午後１時半
から４時まで
■場所 西根地区市民センター
■申込期限 ６月 13日㈮
詳しくは、市役所健康福祉課健
康推進係
（☎・内線1177）
まで。

幼児用の自転車
お譲りください
あしろ保育所では、保育の一環
として自転車遊びを取り入れてい
ます。そこで、ご家庭で現在使用
していない幼児用の自転車をお譲
りいただける方を探しています。
詳 し く は 、 同 保 育 所（☎7 2 2431）まで。

緑揺れる安比高原で
市長杯ゴルフコンペ
市民の方などを対象に、市長杯
ゴルフコンペを開催します。
■開催日 7月5日㈯
■時間 午前8時37分開始
■会場 安比高原ゴルフクラブ
■参加資格 八幡平市民ほか
■申込期限 6月26日㈭
申し込みは、安比高原ゴルフク
ラブ
（☎0195-73-5311）
小野寺、鈴
木まで。

ひきこもりの状態に
ひとり悩まず相談を
県では、ひきこもりの子どもを
持つ家族を対象に、
「ほんわか家族
教室」
を開催します
（参加には事前
に申し込みが必要です）。
■開催日 ６月17日、７月29日、
９月９日、11月11日、平成27年２
月17日
（全て火曜日）
■場所 盛岡市保健所（神明町
3-29）
■申込期限 ６月13日㈮
詳しくは、県中央保健所児童
障がい福祉課精神保健チーム（☎
019-629-6574）
まで。

菓子類などの製造で
一緒に働きましょう
㈱岩手エッグデリカ、㈱サラダ
ファームでは、
製造量増加のため、
社員、
パート従業員を募集します。
■勤務地 ❶エッグデリカ本社工
場❷野駄工場❸フラワーランド
■勤務内容 ❶ゆで卵製造・配送
❷菓子類製造❸接客、販売
（レジ）
■募集人員 社員４人、パート従
業員４人
（経験不問）
■要件 普通自動車免許
■応募期限 ７月４日㈮ ※募集
人員になり次第、締め切り
詳しくは、㈱岩手エッグデリカ
（☎75-0288）
中村まで。

東北｢道の駅｣スタンプ
ラリー2014開催中です
ことしで20周年を迎えた東北
「道の駅」
スタンプラリーは、特別
企画が満載で、賞品が豪華です。
さらに、スタンプブック（200
円）
には、東北の「道の駅」
で利用
できる6,000円相当のクーポンも
付いてお得になっています。スタ
ンプラリーで、東北「道の駅」を
巡りましょう。
■商品応募期限 27年１月15日㈭
詳しくは、東北｢道の駅｣連絡
会ホームページ（http://www.
michinoeki-tohoku.com/）
を
ご覧ください。

税務職員の採用試験
願書を受け付けます
仙台国税局では、税務職員（高
校卒業程度）
を募集しています。
■受付期間 ▶インターネット申
し込み＝６月23日㈪から７月２日
㈬まで ▶郵送・持参＝６月23日
㈪から26日㈭まで
受験資格など、詳しくは、仙
台国税局人事第二課
（☎022-2631111）
または人事院東北事務局
（☎
022-211-2022）
まで。

食品内容量を測定する
モニターを募集します
県と市は、食品販売に係る計量
モニターを募集します。
■内容 ８月３０日㈯から9月29日
㈪までの１カ月間、自費で購入し
た対象商品の内容量を測定し、日
誌に記入
■募集人員 5人
■説明会 8月29日㈮、午後1時
半から
■説明会会場 西根地区市民セン
ター
（娯楽・高齢者休養室）
■謝礼 5,000円
■申込期限 7月18日㈮
詳しくは、市役所商工観光課商
工労政係
（☎・内線1297）
まで。
放射線などの測定結果について
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、5月7日・22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。

触れ合って学ぶ看護の心

今月の表紙

西根病院「ふれあい看護体験」
が５月15
日に行われました。
体験は、看護の日（５月12日）
にちなん
で毎年開催されており、今年は市内出身の
中・高生５人が参加。生徒たちは、患者さ
んの足を洗いながら、
「熱くないですか」
「ご
出身はどちらですか」
などといった会話を
交わし、看護の心を学びました。
▪編集後記
上坊の一本桜の撮影時、宮城県から訪れ
た男性カメラマンと話す機会がありまし
た。その男性は、桜の撮影で各地を回って
いるそうで、「きれいな風景を紹介したい
けど、名所になってしまうとマナーを守ら
ない人まで来てしまうのが難しいところだ
よね」と一言▷観光地全般に言えることだ
なと思いながら、自分は決してそうなるま
いと気持ちを新たにしました。 （佐々木）

No.

197 ◎2014．6．5

18

