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村営・若者住宅
入居者を大募集

■募集住宅　
○江刺家若者定住促進住宅（木造平屋２ＬＤＫ）…１棟
○村営住宅第２戸田団地（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
※入居時期は平成 27 年８月中旬です。
※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）。
■募集期間　
７月 15 日（水）～ 31 日（金）　※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。
■その他　
入居資格や必要書類などは下記へお問い合わせくださ
い。
■申し込み・問い合わせ
　農林建設課地域整備班（☎42-2111内線283）

農林建設課地域整備班　　　　　　☎ 42-2111 内線 283

平成28年度採用予定
職員採用試験の実施

■試験職種および採用予定人員
①一般事務……………………………若干名
②一般事務（身体障がい者対象）…   １名
③保育士・幼稚園教諭………………１名
④保健師………………………………１名
■受験資格
①一般事務…昭和 55 年４月２日から平成 10 年４月１
日までの間に生まれた人。
②一般事務（身体障がい者対象）…①の要件と次の全て
の要件を満たす人。
・自力通勤ができ、介護者なしに一般事務職の職務遂行
が可能　・身体障がい者手帳の交付を受けている　・活
字印刷文による教養試験や、口頭による面接試験に対応
できる
③保育士・幼稚園教諭…昭和 55 年４月２日以降に生ま
れた人で、保育士資格および幼稚園教諭２種免許の両方
を有している人または採用までに取得する見込みの人。
④保健師…昭和 55 年４月２日以降に生まれた人で、保
健師の免許を有している人または採用までに取得する見
込みの人。
■受験申込期間
○７月 15 日（水）から８月 19 日（水）まで
※郵送の場合は、８月 19 日（水）午後５時 30 分必着の
ものに限り受け付けます。
■受験手続き
○申込用紙に必要事項を記入し、所定箇所に写真を貼り、
総務企画課に提出してください。
○申込用紙などは、村ホームページからダウンロードで
きるほか総務企画課で配布します。

総務企画課庶務財政班　　　　　　☎ 42-2111 内線 167

■試験の日時と場所
《第１次試験》
○日時…９月 20 日（日）　午前 10 時開始
○場所…二戸市立福岡中学校
○試験方法
①②一般事務（身体障がい者対象含む）…教養試験・適
性検査・作文試験
③④保育士および保健師…教養試験・専門試験・作文試
験

《第２次試験》　11 月上旬ごろ
■申し込み・問い合わせ
〒 028-6502　岩手県九戸郡九戸村大字伊保内 10-11-6
九戸村役場　総務企画課庶務財政班（☎ 0195-42-2111 
内線 167）
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村のこよみ７・８月
日にち 行　事　名 時　間 場　所
7・16 ㊍ 村老連体育祭 9：00 村体育センター
18 ㊏ ヒメボタル観賞会（～20日まで） 18：10 折爪岳
21 ㊋ 心配ごと相談 13：30 村総合福祉センター
25 ㊏ 村少年野球選手権大会 ナインズ球場
27 ㊊ 幼児教室（集団） 9：30 保健センター
28 ㊋ 日本脳炎予防接種 14：00 保健センター

31 ㊎ 村学童相撲大会 8：30 村相撲場
災害ボランティア講習会 9：00 ＨＯＺホール

8・3 ㊊ 特定健診、肺がん・結核健診（～28日まで） 9：30 村内巡回

4 ㊋ 村戦没者追悼式 10：30 ＨＯＺホール
２種混合予防接種 14：00 保健センター

5 ㊌ 村内小中学校水泳大会 8：30 海洋センター
7 ㊎ デイケア 9：30 保健センター
11 ㊋ 日本脳炎予防接種 14：00 保健センター
15 ㊏ 村成人式 9：30 ＨＯＺホール
17 ㊊ 九戸まつり・神輿渡御（～19日まで） 16：00 伊保内商店街

　

お詫びと訂正

　広報くのへ７月号６ペー
ジ「健康調査で分かる検査
項目」記事で、心臓や肝臓の
働きとあるのは心臓や腎臓
の働きの間違いでした。お
詫びして訂正します。

一戸町から伺います
「こころの悩み相談」

　こころの悩み・健康相談に伺います。心配事や不安に
なりやすい事など、何でもご相談ください。
■日時　８月７日（金）　午前９時 30 分～正午
■場所　村山村開発センター
■問い合わせ
　地域活動支援センターのぞみ（☎ 32-2921）

地域活動支援センターのぞみ 　　　 　　☎ 32-2921

受けませんか
自衛隊候補生

■航空学生
○資格　高卒（見込含）21 歳未満　○受付期間　８月１日
から９月８日　○試験期日　９月 23 日（日）
■一般曹候補生
○資格　18 歳以上 27 歳未満　○受付期間　８月１日～９
月８日　○試験期日　９月 18 日、19 日のいずれかの１日
■自衛官候補生

【男子】　○資格　18 歳以上 27 歳未満　○受付期間　年間を
通じて行っています　○試験期日　受付時にお知らせします

【女子】　○資格　18 歳以上 27 歳未満　○受付期間　８月１
日～９月８日○試験期日　９月 25 日～ 29 日のいずれか１日
■申し込み・問い合わせ
　自衛隊二戸地域事務所（☎ 23-2529）

自衛隊二戸地域事務所　　　　　　　　☎ 23-2529

道の日に歩こう
歴史の道

■日時　８月７日（金）　　午前９時～午後４時
■集合場所　二戸地区合同庁舎駐車場
■定員　30 名　※先着順
■申込締切　７月 31 日（金）

二戸土木センター道路河川環境課　　　☎ 23-9209

一人で悩まないで
保健師の出前相談

　出かけるのがおっくう、眠れないなどありませんか？話
してみましょう。気持ちが楽になるかも、気軽にどうぞ！
■日時　８月４日（火）　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
■場所　村老人福祉センター
※保健センターではいつでも相談を受けられます。連
絡ください。
■問い合わせ
　住民生活課保健衛生班（☎ 42-2111 内線 122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111 内線 122

■申し込み・問い合わせ
　二戸土木センター道路河川環境課（☎ 23-9209）


