行事の内容など、詳しくは主催団体などにお問い合わせください。
【掲載依頼】掲載希望は発行月の前月10日までにご依頼ください。
掲載は、主催団体などを所管する市の担当課を通じ、依頼のあった記事を
優先します。
◆掲載の確約および採否の連絡はいたしかねます。
◆掲載文は市に一任していただきます。
◆営利目的や確実な掲載を希望される場合は、広告枠をご利用ください。

いわて産業人材奨学金
返還支援制度のご案内
県では、県内ものづくり・ＩＴ
企業への就業
（8年以上）
と県内居
住を希望する人に奨学金の返還を
支援
（最大250万円）
します。
■対象者 ▶学生 大学、
大学院、
高等専門学校 ▶既卒者 県外で
就業中の人、県内で正規雇用で就
業していない人
■応募人数 50人程度
■応募期限 10月21日㈪
■問い合わせ先 県ものづくり
自動車産業振興室（☎019︲629︲
5551⎠

不動産登記や土地の筆界
悩んでいるなら相談会へ
県土地家屋調査士会では、土地
の分筆・合筆や境界確定、建物の
登記などの不動産表示登記に関す
る無料相談会を開きます。
■日時 8月21日㈬、９月18日㈬
の各日午前10時から午後4時ま
で
（予約不要）
■場所 川徳8階くらしの相談室
■問い合わせ先 同調査士会
（☎
019︲622︲12₇6）

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業
日本遺族会では「戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業」
の参加者
を募集しています。
■内容 先の大戦で父などを亡く
した戦没者の遺児を対象として、
戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行い、同地域の住民と友好親善
を図ります。
■参加費 10万円
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■問い合わせ先 同遺族会事務局
（☎03︲3261︲5521）

松川地熱発電所設備更新
計画に対する意見を募集
東北自然エネルギー㈱では、松
川地熱発電所発電設備更新
（仮称）
計画の計画段階環境配慮書の縦覧
を行っています。
■事業予定区域 松尾寄木松川国
有林内
■縦覧期限 ９月１日㈰
■縦覧場所・時間 ▶市役所企画
財政課、西根・安代両総合支所
午前９時から午後５時まで ▶松
川地熱発電所
（松川地熱館）
午前９
時から午後4時まで
（火曜日休館）
■意見の提出期限 ９月１日㈰
■意見の提出 縦覧場所備え付け
の意見箱に投稿、同社宛てに郵送
（当日消印有効）
またはファクス
■問い合わせ先 同社技術本部地
熱事業部
（☎022︲222︲3998⎠

ひきこもりの状態に
独りで悩まず相談を
県では、ひきこもりで悩んでい
る人やその家族を対象に、電話相
談や家族教室を開いています。
◎電話相談
■相談日時 月曜日から金曜日ま
で
（祝日を除く）
の午前９時から午
後4時まで
■電話番号 019︲629︲961₇
◎
「ひきこもり家族教室」
■開催日 ９月4日㈬、10月16日
㈬、12月11日㈬、令和２年２月19
日㈬ ※予約が必要です
■場所 盛岡市保健所
■予約・問い合わせ先 県央保健
所保健課
（☎019︲629︲65₇4）

小学４年生以上対象に
硬式テニス教室を開催
市テニス協会では、硬式テニス
教室の参加者を募集しています。
■日時 ９月28日㈯、10月５日
㈯、12日㈯、19日㈯、26日㈯の各
日午後７時から8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10日㈫
■申し込み・問い合わせ先 同協
会 https://hachimantai-ta.com/

介護・福祉のしごと
臨時出張相談会開催
県福祉人材センターでは、介護
や福祉の仕事に関心のある人へ求
職登録や求人情報、資格取得など
就職についての相談に専門の相談
員が個別に無料で対応します。
■日時 ８月27日㈫午後１時か
ら３時まで ※事前予約を優先
■場所 市役所多目的ホール棟
■予約・問い合わせ先 同セン
ター
（☎019︲601︲₇062）

心肺蘇生を学んで
万が一に備えよう
八幡平消防署では、救命講習会
を開きます。市民であれば、どな
たでも無料で参加できます。
■日時 8月18日㈰午前９時か
ら正午まで
■場所 八幡平消防署
■内容 普通救命講習
（AEDを使
用した心肺蘇生法）
■申込期限 8月1₇日㈯
■申し込み・問い合わせ先 同消
防署
（☎₇6︲2119）

農業を始めたい人へ
相談会を開催します
（公社）
県農業公社では、新農業
人フェア inいわてを開きます。
■日時 8月24日㈯午前10時半
から午後3時半まで
■場所 アイーナ8階
■対象者 独立・自営就農、農業
法人への就業・研修、農業体験、
Uターンなどを希望している人
■内容 関係機関からの新規就農
支援情報の紹介、就農者の事例発
表、個別相談会など
■問い合わせ先 同公社就農支援
課
（☎ 019︲623︲9390）

■応募資格 昭和55年4月２日
以降に生まれた人で、高等学校卒
業者
（見込みも含む）
■応募期間 ▶推薦選考（来春県
内高等学校卒業見込み者対象）
8
月30日㈮まで ▶一般選考
（新卒、
既卒者対象）
10月７日㈪から11月
22日㈮まで
■給付金制度 有り
（支給要件有り）
■問い合わせ先 県林業技術セン
ター研修部
（☎ 019︲69₇︲1536）

保育士として再就職
を考えてみませんか

十和田八幡平国立公園管理事務
所では、十和田八幡平国立公園の
魅力などを紹介する「十和田八幡
平国立公園写真展」
を開きます。写
真を通して、国立公園の豊かな自
然の魅力を感じてみませんか。
■開催期間 ９月11日㈬から10月
１日㈫まで
■場所 市役所結の広場
■問い合わせ先 同事務所盛岡管
理官事務所
（☎ 019︲621︲2501）

（福）
県社会福祉協議会では、保
育士の再就職を支援するための研
修会を開きます。
■日時 ❶９月12日㈭❷10月25
日㈮❸11月28日㈭の各日午前９
時半から正午まで
■場所 ふれあいランド岩手
■対象者 保育士有資格者で、現
在保育所で働いていない人、保育
士経験が少ない人など
■定員 各日40人、
託児3人
（先着）
■申込期限 ❶９月９日㈪❷10
月22日(火・祝）❸11月25日㈪
■申し込み・問い合わせ先 同
協議会県保育士・保育所支援セ
ンター・山田（☎ 019︲63₇︲4544）

１年で林業の知識や
技術が習得できます

中山の園まつりに
みんなで行こう！

県では、林業への就職を志望す
る人を対象に「いわて林業アカデ
ミー」
の令和２年度研修生を募集
します。
■研修期間 １年間

第40回中山の園まつりを開き
ます。
■日時 ９月14日㈯午前10時か
ら午後２時半まで
■場所 中山の園おまつり広場

十和田八幡平国立公園
魅力満載写真展を開催

■問い合わせ先 中山の園・障害
者支援施設りんどう（☎0195︲35︲
2382⎠

見返峠駐車場にて
再整備工事を実施
十和田八幡平国立公園管理事務
所では、見返峠駐車場の再整備工
事を行っています。
■工期 10月下旬まで
（予定）
■工事場所 見返峠駐車場の一部
（駐車場は利用できますが、
出入口
が通常と変わる場合があります。
日曜・祝日は休工日です。
）
■問い合わせ先 小坂建設㈱・齋
藤
（☎090︲3365︲₇260）

８月は電気使用安全月間
電気製品は正しく使おう
夏は肌の露出や汗により、感電
事故が起こりやすくなります。ま
た、洗濯機やエアコン、電子レン
ジなどには必ずアースを付けるな
ど、電気製品の説明書をよく読み
正しく使いましょう。
■問い合わせ先 （一財）
東北電気
保安協会 (☎019︲631︲2551）

消費税中間申告・納付
納期限は９月２日です
個人事業者で平成30年分の確
定消費税額（地方消費税額を含み
ません）
が48万円を超える人は、
９月２日㈪までに消費税および地
方消費税の中間申告と納付が必要
です。
■詳細 国税庁ウェブサイトで確
認してください。

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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