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。

境界問題に特化した
相談会を開催します

気軽に行ける相談会で
困り事を話してみよう

県土地家屋調査士会では、盛岡
地方法務局と共催で土地の境界問
題に特化した相談会を開きます。
予約不要、相談無料です。
■日時 1２月7日㈯午前10時か
ら午後４時まで
■場所 アイーナ８階
■問い合わせ先 同調査士会（☎
019︲6２２︲1２76）

（福）
みちのく協会では、無料の
相談会を定期的に開きます。
■日時 毎月第１・３水曜日
（１
月のみ第２・４水曜日）
午後２時
から４時まで（受付は午後３時半
まで）
■場所 大更コミュニティセンター
■内容 暮らしやお金、心の相談
などどのような相談でも受けます。
■問い合わせ先 同協会・藤澤
（☎7８︲２４55）

仕事と学業を両立し
就農を志す人を支援
盛岡農業高では、令和２年度特
別専攻科入学生を募集します。
■修業年限 ２年 ※週２日登校
■応募資格 高等学校卒業者
（見
込みを含む）
■募集定員 ２0人
■応募期間 11月２0日㈬から1２
月４日㈬まで
■試験日 1２月11日㈬
■問い合わせ先 同校特別専攻科
（☎019︲6８８︲４２11）

陸自高等工科学校の
生徒募集しています
防衛省では、陸上自衛隊高等工
科学校の生徒
（推薦・一般採用）
を
募集しています。
■試験日 ❶推薦採用試験 令
和２年１月５日㈰または６日㈪
の指定する１日❷一般採用試験
令和２年１月1８日㈯
■ 応 募 期 限 ❶11月２9日㈮❷令
和２年１月６日㈪
■問い合わせ先 自衛隊岩手地方
協力本部盛岡募集案内所
（☎019︲
6４1︲5191）
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年末調整と軽減税率
説明会を開催します
盛岡税務署では、年末調整と消
費税軽減税率制度の説明会を開き
ます。
■日時 11月1２日㈫❶午前10時
から正午まで❷午後１時半から３
時半まで
（いずれも受け付けは、
開
始時間の30分前から）
■場所 県民会館大ホール
■問い合わせ先 同署（☎019︲
6２２︲61４1）※音声案内で２を選択

県議会って何をするの？
冬休みに親子教室を開催
県議会では、
「冬休み！親子県
議会教室」
を開きます。
■日時 1２月２6日㈭午後１時か
ら３時半まで
■場所 県議会議事堂
■内容 ▶議会の役割や議員の仕
事を学ぶ▶議会議事堂内の探検▶
議員とのふれあいトーク
■対象者 県内の小学校・義務
教育学校の５・６年生と保護者
■定員 ２0組４0人程度

■ 申 込 期 間 11月15日㈮から11
月２9日㈮まで ※定員到達で終了
■申し込み方法 県議会ウェブ
サ イ ト（ h t t p :// w w w ２ . p r e f .
iwate.jp/~hp0731/）
に掲載
■問い合わせ先 県議会事務局議
事調査課
（☎019︲6２9︲60２２）

保育士として再就職を
支援する研修会を開催
（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 11月２８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 ４0人、託児３人
（先着）
■申込期限 11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）

ひなぎく幼稚園
新入園児を募集
（学）
西根学園ひなぎく幼稚園で
は、
来年度の入園児を募集します。
■募集園児 ▶３歳児 ２0人▶
２歳、４歳、５歳児 各児若干名
※令和２年４月１日現在の年齢
■受付日時 11月30日㈯午前10
時から11時まで ※定員に満た
ない場合は随時募集します。
■その他 ▶預かり保育 月曜日
から土曜日までの各日午後６時
まで
（預かり保育料は無料）
▶給食
月曜日から金曜日まで提供▶送迎
バスでの送迎可
■問い合わせ先 同園
（☎76︲5011）

自動車事故被害者に
支援を行っています

中小企業の設備導入を
支援する制度あります

国土交通省では、
（独）
自動車事
故対策機構と協力して、自動車事
故を原因として介護が必要となっ
た重度後遺障がい者とその家族の
経済的・精神的負担の軽減を図る
ために支援をしています。
〇介護料の支給
■対象者 重度後遺症が残り、常
時または随時の介護が必要な人
■支給額 介護の状況に応じて、
月額35︐４00円～２09︐４30円
〇交通遺児等貸付（無利子）
■対象者 中学３年生までの交通
遺児
■ 貸 付 額 ▶一時金15万５千円
▶月額１万円または２万円▶小中
学校入学支度金
（希望者）
〇その他の支援
短期入院・短期入所費用助成など
■問い合わせ先 同機構岩手支所
（☎019︲65２︲5101）

（公財）
いわて産業振興センター
では、中小企業が必要とする設備
を企業に代わって購入し、長期、
低利で貸与
（割賦販売）
しています。
■対象企業 県内に事業所・工場
を有する中小企業
■貸付期間 ３年~10年
■貸付限度額 100万円～１億円
■保証金 貸与額の10％
■利息 年率1.２0％～1.60％
■問い合わせ先 同センター総務
金融部
（☎019︲631︲3８２1）

検察審査員候補者として
選ばれた人に通知します
盛岡検察審査会では 11月中旬
以降、選挙権を有する人の中から
「くじ」
で選ばれた検察審査員候補
者に通知書を送ります。
検察審査会制度は、検察官が被
疑者を裁判にかけなかったことの
善しあしを、11人の検察審査員が
審査する制度です。 ※
「裁判員候
補者」
とは違います。
■問い合わせ先 同審査会事務局
（☎019︲6２２︲3391）

かけがえのない命と向かい
合った保護司の物語を上映
岩手地区保護司会などでは、更
生保護制度施行70周年を記念し、
映画
「君の笑顔に会いたくて」
を上
映します。入場は無料ですが、招
待券が必要です。
■日時 11月17日㈰❶午前10時
から11時４0分まで❷午後１時半
から３時10分まで
■場所 西根地区市民センター
■招待券配布場所 市役所地域振
興課、西根・安代両総合支所、西
根地区市民センター
■問い合わせ先 岩手地区更生保
護サポートセンター
（☎7８︲８355）

森乃湯は工事のため
長期休館しています
八幡平温泉館森乃湯は、浴室改
修工事のため、令和２年１月31日
㈮まで休館しています。

■問い合わせ先 なかやま荘（☎
7８︲313２）

シルバー人材センターの
疑問あれこれに答えます
（公社）
県シルバー人材センター
連合会では、高齢者活躍人材確保
育成事業として、シルバー人材セ
ンターに関する説明会を開きます。
センターは何をしている所？ど
んな仕事ができるの？何をお願い
できるの？などの疑問に答えます。
■日時 12月６日㈮午後１時半
から３時まで
■場所 ビッグルーフ滝沢
■問い合わせ先 同連合会（☎
019︲6２1︲８671）
または
（公社）
市シ
ルバー人材センター
（☎6８︲7８４7）

税の意義や役割、現状を
見つめ直してみませんか
11月11日㈪から17日㈰までは
税を考える週間です。国税庁では
「くらしを支える税」
をテーマに、
租税の意義や役割、税務行政に対
する知識と理解を深めてもらう
ため、同庁ウェブサイト
（http://
www.nta.go.jp）
に特設ページ
を設けて取り組みを紹介します。

所得税予定納税第２期
納期限は₁₂月２日です
税務署では６月中旬、対象者へ
所得税および復興特別所得税の予
定納税額通知書を送付しています。
■第 ２ 期納期限・振替日 1２ 月
２日㈪ ※振替納付の人は、口座
の残高を確認してください。

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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