平舘高校創立70周年記念
講演会（句会ライブ）開催

市町村総合事務組合
職員採用試験を実施

小学４年生以上対象に
硬式テニス教室を開催

介護職員初任者研修
参加者を募集します

大卒
（年度内見込み含む）
の一般
行政職員を１人募集します。
■試験日 １１月１８日㈰
■申込期間 ９月１８日㈫から１０月
２９日㈪まで
（必着）
■問い合わせ先 県市町村総合事
務組合
（☎019-622-6242）

八幡平市テニス協会では、硬式
テニス教室を開催します。
■日時 10月６日㈯、１３日㈯、２０
日㈯、２７日㈯、１１月１０日㈯の各日
午後6時から7時50分まで
■場所 アリーナまつお
■参加料 大人３，５００円、中高生
２，５００円、小学生１，５００円
■申込期限 ９月２８日㈮
■申し込み・問い合わせ先 同協
会ホームページをご覧ください。

特別養護老人ホーム富士見荘で
は、
介護職員初任者研修を行います。
■開催日 10月26日㈮から31年2
月25日㈪までの全22回開催
■受講料 ６０，０００円
■応募期限 １０月20日㈯
■問い合わせ先 同所
（☎78-2455）

労働安全衛生法に基づく
出張特別試験を行います
労働安全衛生法に基づく免許試
験を実施します。
■試験日 12 月8日㈯
■試験会場 アイーナ
■種類 ❶一級・二級ボイラー技士
❷クレーン・デリック運転士
〔クレー
ン限定〕
、移動式クレーン運転士、第
一種・第二種衛生管理者、潜水士
（一社）
■申込先 ❶
日本ボイラ協会
（公財）
岩手支部❷
岩手労働基準協会
■申込期間 10月9日㈫から12日
㈮まで ※郵送は簡易書留で19
日㈮必着
■問い合わせ先 東北安全衛生技
術センター（☎0223-23-3181）

医療事務科技術講習で
女性の資格取得を支援
県立産業技術短期大学校では、
医療従事者に必要な知識・技術を
習得するための講習を開催します。
■講習期間 １０月１日㈪から１１ 月
１２日㈪までの全１８回開催
■会場 北日本医療福祉専門学校
■定員 11人 ※女性に限る
■申込期限 9月25日㈫
■費用 教材費９，０００円程度ほか
■申し込み・問い合わせ先 北日本
医療福祉専門学校
（☎019-621-2106）

アマチュア無線技士の
免許を取得しませんか

暮らしと事業に関する
行政書士の無料相談会

第4級アマチュア無線技士養
成課程講習会を開催します。
■日時 10月20日㈯、21日㈰両日
の午前９時から午後４時40分まで
■会場 西根地区市民センター
■申込期限 10月15日㈪
■料金 ２２，７５０円、
18歳以下７，７５０円
■申し込み・問い合わせ先 七時
雨アマチュア無線クラブ・澤口
（☎090-7075-7972）

相続、事業の許可申請など行政
手続きに関する相談会を開きます。
■ 日 時 ❶10月1日㈪ 午 前10時
から午後3時まで❷11日㈭、18日
㈭、25日㈭の各日午後1時から4
時まで
■会場 ❶Nanak7階ホール❷
パルクアベニューカワトク8階
■問い合わせ先 県行政書士会事
務局
（☎019-623-1555）
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平舘高校では、
夏井いつき氏
（俳
人）
の講演会を開催します。
■日時 １０月１３日㈯午後２時半
■定員 200人 ※要予約
■予約・問い合わせ先 同校
（☎
74-2609）

地域と共に歩んで40周年
東八幡平病院内覧会開催
オープンホスピタル2018 IN
東八幡平病院を開催します。
■日時 ９月３０日㈰午後１時から
４時まで
■内容 各部門案内、
看護・リハビ
リ・介護の体験、ゲーム、喫茶など
■問い合わせ先 東八幡平病院事
務局
（☎78-2511）

契約や遺言の公正証書に
関する無料相談会を開催

パワハラ・解雇など
労使トラブルを相談

盛岡公証人合同役場では、公証
相談会を開催します。
■日時 10月１日㈪から７日㈰ま
での各日午前９時半から午後４時
まで ※土・日は要予約
■問い合わせ先 同役場
（☎019651-5828）

弁護士会、社会保険労務士会、
県労働委員会などが合同で無料労
働相談会を開催します。
■日時 10月6日㈯午前10時から
午後３時まで ※受付は2時まで
■会場 アイーナ
■予約・問い合わせ先 県労働委
員会事務局
（☎0120-610-797）

専門の医師による講演
「痛みと関節リウマチ」
（公社）
日本リウマチ友の会岩手
支部では、講演会および相談会を
無料で開催します。
■日時 ９月３０日㈰午後２時から
４時まで
■会場 ふれあいランド岩手
■問い合わせ先 同支部・小田嶋
（☎080-1828-1962）

法務局業務関連の
休日相談所を開設

障がい者の雇用支援講座
就職相談会を開催します
❶
「精神・発達障害者しごとサ
ポーター養成講座」
、終了後に❷
「障
がい者就職相談会」
を開催します。
■開催日時 ９月２７日㈭❶午後１
時から2時半まで❷４時半まで
【広

告】

■会場 盛岡グランドホテル
■申し込み・問い合わせ先 ハ
ローワーク盛岡
（☎019-624-8904）

市役所多目的ホールで
無料法律相談所を開設
❶
「司法書士無料法律相談所」
の
開設および❷
「土地家屋調査士無
料相談会」
を開催します。
■日時 10月1日㈪午前10時から
午後3時まで
■問い合わせ先 ❶県司法書士会
事務局
（☎019-622-3372）
❷県土
地家屋調査士会盛岡支部
（☎019663-0007）

介護・看護・保育分野
就職希望者向け相談会
介護就職デイ2018福祉の仕事
就職フェアを開催します。
■日時 10月17日㈬午後１時半
から３時半まで
■会場 ホテルメトロポリタン盛
岡本館４階
■問い合わせ先 ハローワーク盛
岡
（☎019-624-8904）

9月15日から11月15日は
秋の農作業安全月間です
県では、
秋の収穫時期を迎え、
農
作業事故防止運動を展開します。
農作業に従事の際は次のことを
心掛け事故防止に努めましょう。
▶家族に作業場所と帰宅時間を知
らせる▶トラクターに安全フレー
ムの装着と運転者はシートベル
ト・ヘルメットを着用する
■問い合わせ先 県農林水産部農
産園芸課
（☎019-629-5708）

女性司法書士による
女性のための相談会
無料法律相談会を開催します。
■日時 9月29日㈯午前10時から
午後4時まで
■会場 県司法書士会館
■専用電話相談 0120-823-815
■問い合わせ先 県司法書士会
（☎019-622-3372）

動物とのふれあいで育む
命の尊さしつけの大切さ
動物愛護フェスティバルを開催
します。犬猫譲渡会も行います。
■日時 ９月23日
（日・祝）
午前10
時から午後1時まで
■会場 馬っこパーク・いわて
■問い合わせ先 県獣医師会盛岡
支会事務局
（☎019-636-1313）

刑務所作業製品展示即売
施設見学・イベント多数
第４０回盛岡矯正展を開催します。
■日時 ９月３０日㈰午前９時から
午後３時まで
■問い合わせ先 盛岡少年刑務所
職業訓練担当
（☎019-662-9224）

イベントが盛りだくさん
盛岡手づくり村に集まれ
❶
「職人の新作展」および❷
「盛
岡手づくり村工房まつり」を開催
します。
■日時 ❶９月１６日㈰、
１７日
（月・祝）
・
・
❷２３日
（日 祝）
、２４日
（月 振休）
の
各日午前１０時から午後４時まで
■問い合わせ先 盛岡手づくり村
（☎019-689-2201）

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。

休日相談所の開設と相続セミ
ナーを無料で開催します。
■日時 10月7日㈰午前10時から
午後４時まで ※セミナーは午前
１０ 時半から１１時半まで
（先着30人）
■予約・問い合わせ先 盛岡地方
法務局総務課
（☎019-624-9861）
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