文化の薫りあふれる
平舘高校へ行こう！

10月15日から21日まで
違反建設防止週間です

初心者にスキーなどを
教えるスタッフを募集

自死遺族を対象に
交流会を行います

漆工技術研修生を
若干名募集します

県立平舘高等学校では、10月に
学校を公開します。
◎芸術鑑賞会
（演劇）
■日時 10月８日㈬、午後１時半
から３時20分まで
■題目 「12人の怒れる男たち」
◎学校へ行こう週間
（学校公開）
■日時 14日㈫から16日㈭まで、
午前9時から午後３時25分まで
◎紫薫祭
（文化祭）
■日時 18日㈯、午前9時から午
後0時半までと19日㈰、午前9時
半から午後３時まで
■内容 吹奏楽、地域芸能など
詳しくは、同校
（☎74-2609）
副
校長・及川まで。

県では、違反建設防止週間に合
わせ、建築物の公開一斉パトロー
ルを10月17日㈮に県下全域で実
施します。
■建築相談所 ▷県土整備部建築
住宅課（☎019-629-5937） ▷盛
岡広域振興局土木部
（☎019-6296650)
詳しくは、市役所建設課建築係
（☎・内線2527）
まで。

市内スキー場で実施するスキー
とスノーボード初心者向けレッス
ンのインストラクターを募集して
います。
■指導期間 12月１日㈪から27
年３月31日㈫まで
■給与 月給158,000円
（基本給）
※基本給とレッスン手当の合算
■募集事業所・問い合わせ先
▷ハイランドパーク㈱八幡平リ
ゾート事業所
（☎ 78-4111）
担当：
高橋
▷㈱岩手ホテル＆リゾート（☎
73-6120）
担当：畠山
詳しくは、上記の各担当まで。

家族などを自死で亡くした人の
電話相談や、同じ体験をした人と
思いをわかちあう会を開きます。
◎電話相談
（☎019-629-9617）
■受付時間 月曜から金曜日、午
前9時から午後４時半まで
（祝日
を除く）
◎自死遺族交流会
「こころサロン」
■日時 10月18日㈯、午後１時半
から３時まで
（毎月第２土曜日）
■場所 県民情報交流センター
（アイーナ）
詳しくは、県精神保健福祉セン
ター
（☎019-629-9617）
まで。
◎わかちあいの会
■日時 10月21日㈫、午後５時
半から７時半 ※10月20日㈪ま
でに電話で申し込みください。
■場所 ソーシャルサポートセン
ターもりおか（盛岡市本町通1-914）
申し込みなど詳しくは、同セン
ター
（☎019-652-8221）
まで。

市安代漆工技術研究センターで
は、
漆工技術研修生を募集します。
■応募資格 研修修了後、漆器製
造に従事できる人
■申込期限 11月７日㈮必着
■面接日 11月21日㈮ ※時間
などは、後日文書で通知します。
詳しくは、同センター（☎・内
線3910）
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。
■日時 10月17日㈮、❶午前10時
から正午まで❷午後１時から４時
まで
■内容 ❶応募書類
（履歴書など）
について❷自立・就活相談
■場所 西根地区市民センター
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。

動物駆逐用煙火の
使用にはご注意を
鳥獣などの駆逐に用いる動物駆
逐用煙火の使用中に、持ち手部分
が破裂し、指を損傷する事故が発
生しています。使用するときは、
取扱説明書を読み、安全な取り扱
いを心掛けてください。
詳しくは、経済産業省ホーム
ページ
（http://www.meti.go.jp/pr
ess/2014/07/20140725004/2014072
5004.html）
をご覧ください。
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恒久平和を願って
戦没者追悼します
市は、
戦没者追悼式を行います。
■日時 10月21日㈫、午前10時か
ら
（午前9時半に開場）
■場所 西根地区市民センター
遺族会員以外で、参列を希望す
る人は、10月10日㈮までに、市役
所地域福祉課福祉総務係に申し込
みください。
詳しくは、同係
（☎・内線1166）
まで。

食中毒防止のため
食品衛生を学ぼう
県では、食中毒の発生や施設内
での感染拡大を防止するため、
「ノ
ロウイルスによる食中毒・感染症
対策を考えるシンポジウム」
を開
催します。参加は無料ですが、事
前に予約が必要です。
■日時 10月29日㈬、午後１時半
から４時まで
■内容 講演、意見交換など
■場所 ホテルメトロポリタン盛
岡ニューウイング４階
（盛岡駅前
北通 2-27）
■予約方法 電話、メールまたは
ファクスで、❶氏名、❷参加人数、
❸居住市町村名をご連絡ください。
■予約期限 10月24日㈮
詳しくは、県庁・県民くらしの
安全課
（☎019-629-5385）
、メール
【AC0009@pref.iwate.jp】
、
ファク
ス
【019-629-5279】
まで。

自衛官候補生を
募集しています
防衛省では、自衛官候補生を募
集しています。
■応募資格 18歳以上27歳未満
■応募期限 10月21日㈫
■試験日 10月26日㈰
■試験会場 陸上自衛隊岩手駐屯
地
（滝沢市後268-433）
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。

リウマチについて
講演会を行います
公益社団法人日本リウマチ友の
会岩手支部では、リウマチに関す
る講演会を無料で行います。
■日時 10月18日㈯、午後２時か
ら３時半まで
■場所 ふれあいランド岩手
（盛
岡市三本柳 8-1-3）
■演題 関節リウマチの最近の話
題について
■講師 吉田整形外科リウマチ科
クリニック：吉田昌明院長
※講演後は、無料で相談会を行い
ます。
詳しくは、同会岩手支部
（☎
080-1828-1962）
小田嶋まで。

銀河鉄道まつり
参加しませんか
ＩGRいわて銀河鉄道では、銀
河鉄道まつり2014を開催します。
■日時 10月18日㈯、午前9時半
から午後３時まで
（雨天決行）
■場所 ＩGR好摩駅東側特設
会場
（盛岡市玉山区）
詳しくは、ＩGRインフォメー
ション
（☎019-626-9151）
まで。

環境保全について
勉強会開催します
市と市公衆衛生組合連合会で
は、古着の回収やごみの減量を
テーマとした環境保全についての
勉強会を開催します。
■日時 10月20日㈪、午前 10時か
ら正午まで
■場所 西根地区市民センター
詳しくは、市役所市民課環境衛
生係
（☎・内線1121）
まで。

薬物依存などの問題
対応法学びませんか
アルコール問題や薬物依存症を
抱える人の家族を対象に、対応方
法を学べる教室を開催します。
■日時 ▷アルコール家族教室＝
10月16日㈭、午後１時半から３
時半まで ▷薬物依存症家族教室
＝10月23日㈭、午前10時から午
後0時半まで
■場所 県精神保健福祉センター
（盛岡市本町通三丁目19-1）
申し込みなど詳しくは、同セン
ター
（☎019-629-9617）
まで。

産業観光を学びに
秋田県を訪ねよう
秋田県小坂町・鹿角市・大館市
を会場に、全国産業観光フォーラ
ムを開催します。
■開催日 10月30日㈭と 31日㈮
詳しくは、同フォーラムin秋
田・こさか実行委員会事務局（☎
0186-29-3908）
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、８月21日・28日、
9月４日・18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。
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