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お　　知　　ら　　せ

　今シーズンの営業時間は以下のとおりとなります。な
お、天候やコース状況により営業時間を変更する場合が
ありますので、滑走の状況については、村のホームペー
ジをご覧ください。
■営業時間
≪毎週月曜日～水曜日・日曜日≫
　午前９時～午後４時
≪毎週木曜日～土曜日≫
　午前９時～午後８時
■問い合わせ
　村営くのへスキー場（☎42-2366）

くのへスキー場の
営業時間について

　国際青少年研修協会では、「第 43 回ちびっこ探検学校
ヨロン島」への参加者を募集します。在日外国人小学生
と交流できます。民宿での共同生活や野外活動（イカダ
作り・イカダ漕ぎ、海水浴、洞窟探検など）を体験して
みませんか。
■日程　３月 27 日（水）～４月２日（火）　６泊７日
■場所　鹿児島県大島郡与論町
■内容　民宿での共同生活、野外活動
■定員　300 人
■対象　小学２年生～６年生
■締切日　３月５日（火）
■問い合わせ　公益財団法人国際青少年研修協会（☎
03-6417-9721）

募　　　　　　　　集

体験しませんか
与論島で野外活動

募　　　　　　　　集

　村営住宅、定住促進住宅の入居者を募集します。
■募集住宅
○村営住宅第２小倉団地（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
○山根若者定住促進住宅（木造平屋２ＬＤＫ）…１棟
※入居時期は平成 31 年２月上旬から中旬です。
※第２小倉団地に浴槽・給湯器はありません。
※家賃は入居世帯員構成および世帯員の所得に応じて
決定します（入居後も変動あり）。
■入居資格

【村営住宅】①現に同居し、または同居しようとする親族
がある人。②現に住宅に困窮していること。③政令で定
める収入基準に適合していること。④国税・地方税など
滞納していないこと。

【定住促進住宅】①現に同居し、または同居しようとする配
偶者があり、40 歳以下の者で構成する世帯。②将来にわた
り九戸村に居住する者であること。③国税・地方税など滞
納していないこと。④自ら居住するための住宅を必要とす
る人。⑤定められた家賃および敷金を支払う能力がある人。
■募集期間
１月 16 日（水）～１月 30 日（水）　※土・日・祝日は除く。
午前８時30分～午後５時30分　※先着順ではありません。
■必要書類
①入居申込書（役場農林建設課にあります。）
②住民票（入居希望者全員分の本籍、続柄が表示されたもの）
③平成 30 年度所得証明書（入居希望者全員分）
④平成 29 年度納税証明書（入居希望者全員分）
※入居時、敷金の納付や連帯保証人が必要になります。
■申し込み・問い合わせ
　農林建設課地域整備班（☎42-2111内線283）

村営・若者住宅
入居者を大募集



　簿記の基礎を学びたい初心者を対象に、簿記の基本原
理や日常業務における実践的な基礎知識を学びます。
■日時　１月 22 日（火）～２月７日（木）
　　　　各週火・木曜日　午前９時～午後４時
※全６回すべて受講できる人に限ります。
■場所　二戸地域職業訓練センター
■持ち物　電卓、筆記用具、昼食
■申し込み・問い合わせ
　二戸地域雇用創造協議会（☎ 26-8061）

募　　　　　　　　集

簿記の基礎を知る
初級セミナー開催

　お茶を飲みながら話しませんか？家庭や体の事・介護
の事など心配事から、世間話でも構いません。
　一人で悩まず、仲間づくりに来てください。傾聴ボラ
ンティア「はまなす」の会員が交代でいます。
■日時　２月 13 日（水）
　　　　午前 10 時～午前 11 時 30 分
■場所　街の駅「まさざね館」
■内容　血圧測定、参加者の交流
■問い合わせ
　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 123）

相　　　　　　　　談

話しませんか？
おしゃべりサロン

≪特設無料相談所≫
■日時　２月中の毎週金曜日　午前 10 時～正午
■場所　岩手県司法書士会館
■問い合わせ　岩手県司法書士会館（☎ 019-622-3372）
≪司法書士事務所による無料相談≫
■日時　２月１日（金）～２月 28 日（木）　（土日祝除く）
■場所　県内の各司法書士事務所
■問い合わせ　司法書士会（☎ 019-622-3372）
※近くの司法書士事務所が不明の場合。
≪無料電話相談≫
■日時　２月１日（金）～２月 28 日（木）
　　　　午前 10 時～午後１時（土日祝除く）
■問い合わせ　フリーダイヤル（☎ 0120-823-815）

相　　　　　　　　談

司法書士に相談
相続登記のこと

募　　　　　　　　集

■募集人員　
　男女とも各 15 人程度
■応募資格　
　岩手県出身者で、次の①～④の学校に通学する向上心
に富み、健全な社会性を備え、身体健康な人物。
　①大学院、②大学、③短期大学、④専修学校
■選考方法　
　書類と面接による選考。
≪第１回面接≫
⃝日時…２月 16 日（土）
　　　　午後１時 15 分～午後４時
⃝申込受付期間…１月 21 日（月）から
　　　　　　　　２月 12 日（火）まで
≪第２回面接≫
⃝日時…３月８日（金）
　　　　午前９時 15 分～午後４時
⃝申込受付期間…２月 18 日（月）から
　　　　　　　　３月４日（月）まで
※第１回応募者は、面接日までに進学先が決定する人。
■面接場所　
　いわて県民情報交流センター８階会議室
■申込書類　
　①入寮申込書・面接日希望調書、②身上書、③出身高
等学校長の発行する調査書・大学入学資格検定合格証明
書、④入学する学校の合格通知書の写し、⑤作文「入寮
を希望するにあたって」（入寮への動機、理由など）
■申し込み・問い合わせ　
　公益財団法人岩手県学生援護会事務局（☎ 03-3972-
4783）

岩手県学生会館
入寮生募集します

　岩手県行政書士会では、「相続・遺言、各種許認可申請、
その他」皆さまの毎日の暮らしや事業に必要な手続きに
ついて、電話による無料相談会を実施します。気軽に相
談してください。
■日時　２月 22 日（金）　午前 10 時～午後 3 時
■費用　無料
■相談受付・問い合わせ
　岩手県行政書士会事務局（☎ 019-623-1555）

相　　　　　　　　談

相続や各種認可申請
電話で相談できます



　二戸地域の企業へ就職を目指す人を対象に、合同企業
面談会「就職フェア 2019」を開催します。参加申し込み
不要で、当日参加も可能です。
■日時　２月８日（金）　午後 1 時～午後 4 時 30 分
■場所　二戸ロイヤルパレス
■備考　参加企業はホームページに掲載（http://www.
ninohe-koyou.net/）
■問い合わせ　二戸地域雇用開発協会（☎ 23-3040）

開　　　　　　　　催

就職フェア2019
二戸市で開催します

　裁判員制度への関心および参加意欲の向上につながる
ようなキャッチコピー（裁判員制度 10 周年に当たり思
うこと、これからの裁判員制度に期待することなど）を
募集します。
■募集期日
　３月 20 日（水）
■応募方法
　応募用紙に必要事項を記入し、裁判所 1 階に設置した
応募用紙回収ボックスに投函するか、郵送またはＦＡＸ
を次のあて先に送る。

【応募のあて先】
　〒０２０－８５２０
　盛岡市内丸９番１号　盛岡地方裁判所事務局総務課
　「裁判員制度キャッチコピー」係
■応募・問い合わせ　盛岡地方裁判所事務局総務課（☎
019-622-3342 ／ＦＡＸ：019-652-4088）

募　　　　　　　　集

裁判員裁判10周年
キャッチコピー募集

　地域で生活する障がいを持っている人の相談に応じま
す。心配事など、何でも相談してください。
■日時
　２月８日（金）　午前 9 時 30 分～正午
■場所
　村山村開発センター
■申し込み・問い合わせ　
　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 123）

相　　　　　　　　談

障がい者の
悩み事相談

　経済的な問題、介護、障がい、心身の不調などの悩み
を抱える人が、弁護士や介護、障がい福祉の相談員、保
健師などに１回で相談できる相談会を開催します。
■日時
　３月９日（土）　午前 10 時 15 分～午後３時 30 分
※受付時間は、午前 10 時 15 分～午後２時 30 分。
■場所　二戸地区合同庁舎
■費用　無料
■問い合わせ　二戸保健所保健課（☎ 23-9206）

相　　　　　　　　談

暮らしと心の
総合相談会

　県立二戸高等技術専門校では、平成 31 年４月に入校
する学生の２次募集を行います。
■募集科
⃝自動車システム科（２年課程）　若干名
⃝建築科（２年課程）　若干名
■出願期間
　３月１日（金）まで随時受け付け
■応募資格
　高等学校を卒業した人（平成 31 年 3 月卒業見込の人
を含む）。または、高校卒業と同等以上の学力を有する
と認められる人。
■選考試験
　筆記試験（国語、数学）および面接を行います。
■問い合わせ　二戸高等技術専門校（☎ 23-2227）

募　　　　　　　　集

二戸高技専で
入校生を募集

　農作物被害を減らし、生産性向上を図ることを目的と
した、ハクビシン対策および捕獲講習会を開催します。
■日時　１月 28 日（月）　午後２時～
■場所　村山村開発センター１階
■演題　ハクビシン対策および捕獲講習会
■講師　一戸町　高屋敷地区町内会長　合木稔　氏
　　　　一戸町　環境アドバイザー　高橋正一　氏
■問い合わせ　農林建設課生産振興班（☎ 42-2111 内
線 253）

開　　　　　　　　催

ハクビシン被害に
お困りの皆さまへ
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村のこよみ 1・2月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
1・18 ㊍ 九戸村長杯ゲートボール大会 9：00 屋内ゲートボール場
20 ㊐ 村婦人のつどい 13：00 ＨＯＺホール
21 ㊊ 村老人クラブレクリエーション大会 9：30 ＨＯＺホール
22 ㊋ 子育てサロン「はまなすっ子広場」 10：00 村総合福祉センター
25 ㊎ 幼児教室 9：30 村保健センター
26 ㊏ 戸の兄弟のまちスキー交流会 9：00 村営くのへスキー場
27 ㊐ 新春村づくり推進のつどい 9：30 ＨＯＺホール
29 ㊋ 全血献血 10：45 村保健センター

2・3 ㊐ 村教育振興運動集約集会・村民読書の日・くのへ朗読会 9：00 ＨＯＺホール
8 ㊎ デイケア 9：30 村保健センター
9 ㊏ 村小中学校スキー大会 9：00 村営くのへスキー場
12 ㊋ 子育てサロン「はまなすっ子広場」 10：00 村総合福祉センター
13 ㊌ おしゃべりサロン「ひだまり」 10：00 街の駅「まさざね館」
15 ㊎ ５歳児健診 10：00 ＨＯＺホール

20 ㊌ 乳児健診 13：00 村保健センター
ブックスタート事業 13：30 村保健センター

　九戸村では、清掃業務（一般廃棄物収集運搬等、家庭系）を
競争入札によって委託します。
　入札に参加を希望される方は、役場住民生活課で交付する「競
争入札参加資格審査申請書」を提出してください。なお、申請
書の提出に当たっては、下記事項に適合する方に限ります。

「家庭系一般廃棄物収集運搬業者」を募集します

■適合事項
(1)　九戸村内に主たる事業所を有する個人または法人。
(2)　個人にあっては九戸村に過去２カ年以上継続して
　居住している方。　（平成 31 年４月１日時点）
(3)　業務を遂行するに足りる設備および人員を有して
　いること。または、有する見込みが確実であること。
(4)　税金を完納している方。
(5)　廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第４
　条に適合する方。
(6)　次のいずれにも該当しない方であること。

( ｱ )　廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づ
　 く処分に違反し、罰金以上の刑に処せられその
　 執行を終わり、または、執行を受けることがな
　 くなった日から２年を経過してい ない方
( ｲ )　一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、廃棄
　 物の処理および清掃に関する法律または浄化槽 
　 法に基づく処分に違反する行為をし、その許可

　 を取り消されその抹消の日から２年を経過して
　 いない方
( ｳ )　地方自治法施行令第 167 条の４および同条の
　 11 第１項に規定する入札の参加者の資格を満た
　 していない方

■申請書受付期日
　平成 31 年２月４日 ( 月 ) ～同年２月 18 日 ( 月 )
　受付時間：午前９時～午後５時　　※休祭日除く

■申請書提出先
　九戸村役場住民生活課（九戸村保健センター）
※申請書用紙は、役場住民生活課（九戸村保健センター）
で交付します。

■申し込み・問い合わせ
　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 123）

　

献血のお願い

　村献血推進協議会では、全血献
血（４００ｍｌ）を次の通り実施し
ます。ご協力お願いします。
■日時　１月 29 日（火）
①午前 10 時 45 分～正午
②午後１時 30 分～午後４時 30 分
■場所　保健センター
■問い合わせ
　住民生活課保健衛生班
　（☎ 42-2111 内線 123）


