家畜の飼育者は
報告書の提出を

盛岡北部行政事務組合
臨時職員を募集中です

皆さんの心の悩み
相談受け付けます

体育協会の臨時職員
若干名を募集中です

森林に関する知識や
技術など習得しよう

家畜を飼育している人には、飼
養状況の報告が義務付けられてい
ます。27年度の報告書を忘れずに
提出ください。
なお、愛玩で家畜を飼っている
人にも、報告義務があります。
■家畜の種類と報告期限

盛岡北部行政事務組合
（北岩手
環境衛生センター）
では、
臨時職員
1人を募集しています。面接試験
3月下旬に実施する予定です。
は、
■募集職種 し尿処理施設の運転
補助員
■業務内容 機器の操作・監視・
清掃
■任用期間 4月1日㈬から6カ
月以内
■応募資格 平成27年1月1日現
在、18歳以上の健康な人
■応募方法 3カ月以内に撮影し
た写真付きの履歴書に必要事項を
記入の上、同組合に郵送
（〒0287405 平舘27-49）または持参く
ださい。
■申込期限 3月13日㈮午後３時
詳しくは、同組合施設班（☎74まで。
2716、内線14）

３月は自殺対策強化月間です。
自殺は誰にでも起こり得る身近な
問題です。ひとりで悩まず、ご相
談ください。
■相談窓口について
◎こころの健康相談統一ダイヤル
（県精神保健福祉センター）
☎0570-064-556
（平日午前9時か
ら午後４時半まで）
◎盛岡いのちの電話
☎019-654-7575
（月曜から土曜日
の正午から午後9時まで、日曜日
は正午から午後６時まで）
◎市役所健康福祉課
☎74-2268
（直通）

市体育協会では、臨時職員を若
干名募集しています。
■任用期間 4月から11月
【予定】
■業務内容 施設の清掃や管理
■応募資格 次の項目全てに該当
する人▶市内在住▶27年4月1日
２０歳以上60歳以下の健康な
現在、
人▶自家用車で通勤可能な人
■応募方法 市体育協会本部
（市
総合運動公園内）にある募集要項
に従い、同会の本部、松尾・安代
事務所備え付けの履歴書へ必要事
項を記入の上、３月１６日㈪までに
郵送または持参で提出ください。
詳しくは、
同会本部
（☎70-1600）
まで。

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の
参加者を先着４０人募集中です。
■講座期間 4月12日㈰から平
成28年3月ごろまで
（全20回）
■場所 盛岡市手代森の研修林
■参加費 ▶学生 5,000 円▶一般
10,000円
詳しくは、同法人
（☎090-62203995）
まで。

家畜の種類
報告期限
牛、鹿、めん羊、山羊、
４月15日㈬
豚、いのしし、馬
鶏、あひる、うずら、キ
ジ、ダチョウ、ほろほろ ６月15日㈪
鳥、七面鳥

■報告内容 家畜保健衛生所か
ら送付された様式に、平成27年２
月１日現在の状況を記入
■提出先 次のいずれかの方法
で提出ください。▶県中央家畜保
健衛生所に郵送
（〒020-0605 岩
手県滝沢市砂込390-5）
、持参ま
たはファクス
（019-688-4012）▶
市役所農政課畜産係または農協の
畜産担当窓口に持参
詳しくは、同保 健 衛 生 所
（☎
019-688-4111）
まで。

市内2つの温泉
入浴料金を改定
平成27年４月１日㈬から
「西根
老人憩の家」
と
「綿帽子温泉館あず
みの湯」
の入浴料金を改定します。
■変更後の入浴料金 ▶市内に住
所を有する６５歳以上の人＝200円
▶大人＝600円▶子ども＝300円
また、これまで市内に住所を有
する満65歳以上の人に交付して
いた温泉入浴券の対象年齢を満
60歳以上に変更し、対象施設を 2
施設追加しました。
温泉入浴券の交付については、
3月に全戸配布するチラシに詳
細を記載していますので、ご覧く
ださい。
入浴料金と温泉入浴券などに
ついて詳しくは、市役所健康福
祉課高齢福祉係
（☎・内線1095～
1097）
まで。
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市産業振興㈱で働く
パート従業員を募集
八幡平市産業振興㈱では、パー
ト従業員を募集しています。
■勤務地 岩手山焼走り国際交流
村、八幡平温泉館森乃湯、松尾八
幡平物産館あすぴーて
■募集人数 各施設１、２人程度
■応募方法 電話連絡の上、履歴
書を提出ください。
詳しくは、同社
（☎78-2230）山
本、佐藤まで。

いわて花巻空港の
上期ダイヤを改正
いわて花巻空港の平成27年度
上期ダイヤが、3月29日㈰に改正
されます。
■27年度上期ダイヤの便数
▶札幌線
（ＪＡＬ） １日4往復
▶名古屋線
（ＦＤＡ） １日3往復
▶大阪線
（ＪＡＬ） １日4往復
▶福岡線
（ＪＡＬ） １日1往復
詳しくは、同空港空港課
（☎ 019629-5911）
まで。

収納箱付きの椅子
県民の森で作ろう
県民の森では、木工教室
（収納
箱付きチェア）の参加者を10人募
集しています。当日は、作業可能
な服装でお越しください。参加に
は、事前予約が必要です。
■日時 ３月１４日㈯午前９時半か
ら午後３時半まで
■集合場所 県民の森・木材工芸
センター
■参加費 4,000円
■持ち物 昼食、軍手など
詳しくは、森林ふれあい学習館
アイ
フォレスト（☎78-2092）
i
まで。

平和を守る自衛官の
幹部候補生になろう
防衛省では、自衛官幹部候補生
（一般、技術、歯科、薬剤科）
を募
集しています。
■受験資格 ▶一般・技術＝22
歳以上26歳未満▶歯科＝20歳以上
30歳未満▶薬剤科＝20歳以上28歳
未満
■応募期限 ５月１日㈮
■試験日 5月16日㈯
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。

農薬残留基準値が改定
農薬使用時はご注意を
国では、農薬の安全性評価法を
見直し、新たな残留農薬基準を設
定しました。
新しい基準の導入により、農薬
容器のラベルに従った使用では、
作物に残留する農薬量が残留農薬
基準値を超える可能性がありま
す。そのため、一部の農薬は使用
が制限されます。
◎基準値を超えないための留意点
❶農薬を使う際は、容器のラベル
ではなく、変更後のチラシなどに
示された方法で使用してください。
❷ＪＡが配布した平成27年用防
除暦・農薬一覧表は、
作成時の情報
に基づいています。今後、内容に
変更があった場合、ＪＡから通知
されますので、
必ず確認ください。
❸産直などＪＡ系統外に出荷して
いる人は、農薬販売店や
「いわてア
グリベンチャーネット」
（http://iagri.net/agri/）
の情報を確認くだ
さい。
詳しくは、ＪＡ新いわて八幡平
営農経済センター
（☎75-1111）ま
たは八幡平農業改良普及センター
（☎75-2233）
まで。

柏台のタクシー事業
4月から変更します
市コミュニティバス松尾地区路
線の拡充により、松尾鉱山資料館
に待機していた柏台地区のタク
シーは、３月３１日㈫に事業を終了
し、４ 月 １ 日㈬から通常営業での
運行となります。
タクシーが必要な場合、最寄り
のタクシー事業者まで問い合わせ
ください。
詳しくは、市役所地域振興課地
域振興係
（☎・内線1257）
まで。

多重債務で困ったら
まず電話してみよう
東北財務局盛岡財務事務所で
は、自らの収入で返済できない借
金でお悩みの人の相談に応じます。
■相談専用電話 019-622-1637
■時間 平日午前8時半から午
後4時半まで
詳 し く は、同 財 務 事 務 所
（☎
019-625-3353）
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
物質を測定しています。
1月19日・22日・29日、2月
5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。

子どもの時より真剣勝負

今月の表紙

「第３回八幡平エンジョイ雪合戦大会
2015」が２月 14、15の両日、サラダファー
ム特設コートで開催されました。
大会には、小学生から大人まで、県内外
の40チーム約400人がエントリー。童心に
帰り、雪との触れ合いを楽しむチームもあ
れば、雪玉の投げ方を工夫し、頭脳戦を展
開するチームもあり、熱戦が繰り広げられ
ました。
▪編集後記
震災の職員派遣時にお世話になった方が
退職されるとのことで、
久しぶりに沿岸へ。
復興に向け、景色は変わりましたが、迎え
てくれた皆さんの温かさは変わらず、むし
ろ元気付けられて帰ってきました。▷３月
は別れの多い月。市外・県外へ行ってしま
う人も多いかと思います。その際のはなむ
けには、広報別冊で紹介した安比塗を贈っ
てみてはいかがでしょうか？
（佐々木）

No.

215 ◎2015．3．5

18

