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毎週  土曜日  10時から20時

～アンチエイジングのネットワークビジネス～
※電話予約制

蕉泉習字塾

experience salon

SOHO YAMAMOTO

電話：090-7526-6293
問合せ：　山 本  和 子    大槌町桜木町 3-21

　　　　9：30〜11：30
■ 会場　大槌町役場１階　相談室１
問 総務課 総務班  ℡ 0193-42-8710

人権相談

■ 日時　3月 20日（火）
　　　　10：00〜12：00
■ 会場　大槌町役場1階	相談室 2
問 町民課 環境生活班
 　℡ 0193-42-8713

出張就職相談窓口（３月）

　ハローワーク釜石と岩手県社会福祉
協議会による出張就職相談窓口を開設
します。
■ 開催日　3月８日（木）、3月22日（木）
■ 時間　両日とも13：30 〜15：30

【ハローワーク釜石】
■ 会場　大槌町役場３階小会議室２

【岩手県社会福祉協議会】
■ 会場　大槌町役場３階小会議室３
※	この相談会は、雇用保険の失業認定
の求職活動に該当します。

問 商工観光課 雇用・企業立地班
　 ℡ 0193-42-8725

地域若者サポートステーショ
ン出張相談会のお知らせ

　働きたいけど働くのが不安…、他人と
の会話が苦手だ…
　地域若者サポートステーションでは、
働くことに悩みを抱えている若者の就労
を支援するため、出張相談会を次の日程
で開催します。
　詳しくは、お問い合わせ先よりご確認
ください。
■ 日時　３月15日（木）13：00〜15：00
■ 場所　大槌町役場３階小会議室６
■ 対象者　概ね15〜39歳までの就労
意欲のある方とそのご家族

問 地域若者サポートステーション
　 ℡ 019-601-6638

成 31年３月31日
問  教育委員会事務局 中央公民館（生

涯学習課）　℡ 42-3030

食生活改善推進員養成講
座受講生募集

　食を通した健康づくりのボランティア
活動を行う食生活改善推進員を養成し
ます。受講後は「大槌町食生活改善推
進員団体連絡協議会」に所属し、地域
の仲間と一緒に食生活に関するボラン
ティア活動を行います。興味がある方
は、下記問合せ先まで御連絡下さい。
■	対象　町民（受講後、活動できる方）
　※男性も募集しています。
■	会場　中央公民館
■	費用　2,000 円（テキスト、材料費）
■	内容　健康づくりに関する講話、調
理実習

■	期間　平成 30 年 5月〜平成 31年
3月（月1回）

■	募集人数　15名（定員になり次第締切）
問 保健福祉課 健康推進班
 　℡ 0193-42-8715

平成30年度　岩手県食品
表示ウォッチャー募集中

　県では、平成 30 年度岩手県食品表
示ウォッチャーを募集します。
　委嘱予定人数は30人です。
■	活動内容
・食品の表示状況のモニター及び報告
　	岩手県内の食品販売店の食品表示の
状況を日常的にモニターしていただき
ます。その結果を定期的（年4回程度）
に県に報告していただきます。

・不適正な食品表示の情報提供
　	モニター以外に不適正な食品表示に
関する情報を入手した場合は速やか
に報告していただきます。

・食品表示に関する研修会への参加
　	食品表示ウォッチャーとしての資質を高
めていただくために研修会を開催します
ので、可能な限り参加していただきます。
■	活動期間　委嘱した日から平成 31
年 3月 31日まで　※委嘱は、平成
30 年 5月頃を予定しています。

■	応募資格　次のいずれにも該当する
方です。

　・	平成 30 年 4月1日現在、満 18
歳以上の方

　・岩手県内に居住されている方
■	応募方法　所定の応募用紙又は、は
がきに郵便番号、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、職業、電話番号、
ファクス番号、応募動機、岩手県食
品表示ウォッチャーの経験の有無（あ
る場合は活動年度）を記入の上、郵
送、ファクス、Eメールのいずれかで
お申込みください。

◆郵送の場合
　〒020-8570		盛岡市内丸10－1　
　	県庁県民くらしの安全課　食の安全
安心担当

◆ファクスの場合　019-629-5279
◆ Eメールの場合
　ac0009@pref.iwate.jp
■	謝金　活動に応じて1,500 円（年間）

の範囲内でお支払いします。なお、
謝金には通信費等のウォッチャーの
活動に係る経費を含みます。

■	応募締切　平成30年3月30日（金）
（当日必着）

問  県庁県民くらしの安全課
　 食の安全安心担当
 　℡ 019-629-5322、5385（直通）

「住宅再建相談会」開催の
お知らせ

　岩手県居住支援協議会では、被災者
向けの住宅再建相談会を開催します。事
前申込みは不要です。ぜひお越しください。
■ 開催日　４月８日（日）
■ 時間　10：00〜12：00、13：00〜16：00
　（受付は相談終了時間の30分前まで）
■ 場所　役場１階コミュニティ総合支
援室前、相談室

■ 内容　①住宅金融支援機構による「災
害復興住宅融資」についての説明お
よび相談、住宅ローンのシミュレーシ
ョン		②住宅の新築などに係る公的
支援制度についての説明および相談

　◆弁護士、建築士の参加は未定です。
　◆	住まいの復興給付金申請相談会は

開催しません。
問 コミュニティ総合支援室
　 ℡ 0193-42-8718

行政相談

　今月の行政相談は、役場にてご相談
をお受けします。行政相談では、役所（国、
県、市町村）や独立行政法人・特殊法
人等（国立病院機構、国立大学法人、
郵便局、NTT、高速道路等）の仕事に
関して、困っていることや要望したいこ
とについて相談に応じ、その解決の促進
を図るものです。ぜひ、ご利用ください。
■ 日時　３月20日（火）

相 談 ・ 説 明 会

公民館分館長を公募します

■	募集地区　赤浜、安渡、吉里吉里、
浪板（各１名）

　	申込希望者は平成 30 年３月19 日
（月）までに大槌町中央公民館へ履
歴書を提出してください。

■	応募資格　分館地域に住所を有する
こと（他地域の仮設住宅入居者含
む。）。教育、生涯学習に関心があり
公民館事業推進に意欲のある方。

■	業務内容　分館事業企画・運営、施
設管理、施設使用料金徴収、会議・
研修会への参加

■	勤務時間　午前８時30 分〜午後５
時15分　※ただし事業により勤務
日、勤務時間は変更となります（貸
館は午後10 時まで）。

■	賃金　月額125,400 円
■	健康保険・厚生年金・雇用保険あり
■	任用期間　平成 30 年４月１日〜平

募 集

「がんばる食堂」「がんばる食堂」
利用場所 マスト裏プレハブ

☎ 0193-55-5221・FAX 55-5219［受付時間  9：30～17：00］
定休日はお問い合わせください。（NPO法人 まちづくり・ぐるっとおおつち）

利用料金

※貸切利用は、上記料金の他に別途1,000円（貸切チャージ）
※会議など予約で使用する場合もありますので、あらかじめ問い合わせをお願いします。

「がんばる食堂」
みんなで交流サロン（カラオケ・集会所）を利用しよう！

みんなのカラオケ広場みんなのカラオケ広場
3月7日水、14日水

       28日水、4月4日水

3月24日土 13：30～

〈時間〉10：00～17：00
※ただし、飲み物代・暖房費
　含む（300円自己負担）　

※受講料無料

カラオケできます！

第18回やさしい健康講座

無料開放日
利用時間 10時～21時

（ただし、18時からは団体利用のみ）

一　　　般    500円
小中高校生    300円  （園児以下は無料）
（ただし、小学生以下は保護者の同伴が必要です）

厨房設備ができました！
サークルや各種団体の
懇親会などにご利用下さい！

厨房設備ができました！
サークルや各種団体の
懇親会などにご利用下さい！

LPガス・ガス器具
保安業務、各種ガス機器・住宅設備機器の販売

安心＆快適な
暮らしづくりを
応援します！

大槌町大槌24-30-14
TEL 0193-42-4333

後藤プロパン
大槌町大槌24-30-14
TEL 0193-42-4333

後藤プロパン

移転先住宅団地の宅地期限
付再募集のお知らせ

　町は、防災集団移転促進事業で募集
を行った防集宅地について、辞退など
の理由により当選者のない宅地の期限
付再募集を行います。
■	 募集する下記の住宅団地の詳細につ

いては、大槌町ホームページをご覧
いただくか、都市整備課までお問い
合わせください。

　▽区画整理地内団地（安渡地区）
　　４戸
　▽二渡神社裏団地　１戸
■	募集期間　3月9日（金）から16日
（金）の平日（受付時間 9：00 〜
17：00）※期限までに申込みがない
場合、3月19日（月）から随時募集
に切り替えます。

問 都市整備課 町方地域担当班
　 ℡ 0193-42-8723

住 宅 情 報

住宅名 管理開始年月 建物形式など 入居の予定時期 間取り・戸数

吉 里 吉 里 平成25年
9月

集合タイプ
・ＲＣ造（５階建て）
・ペット飼育不可

平成30年
5月

２ＤＫ　　	１戸
※部屋番号　4-6

安 渡 第 ２ 平成29年
8月

戸建てタイプ
・木造（２階建て）
・ペット飼育可

平成30年
5月

３ＤＫ　　	１戸
※棟番号　Ｄ棟

（２人以上の世帯対象）

大 町 平成30年
1月

戸建てタイプ
・木造（２階建て）
・ペット飼育可

平成30年
5月

４ＤＫ　　	１戸
※棟番号　Ｍ棟

（３人以上の世帯対象）

三枚堂第１
平成30年
5月
（予定）

長屋タイプ
・鉄骨造（平屋建て）
・ペット飼育不可

平成30年
5月

２ＤＫ（Ｂ）　4戸
※部屋番号未定

三枚堂第２
平成30年
4月
（予定）

長屋タイプ
・木造（平屋建て）
・ペット飼育不可

平成30年
5月

２ＤＫ（Ｂ）　1戸
※部屋番号未定

三枚堂第３
平成30年
6月
（予定）

長屋タイプ
・木造（平屋建て）
・ペット飼育不可

平成30年
6月

２ＤＫ（Ｂ）　2戸
※部屋番号未定

■	申込期間　右表をご確認ください。
■	申込方法　入居申込書に必要事項を記入し、大
槌住宅管理センターにご提出ください。郵送によ
る申込みも受け付けます。

■	申込先　〒028-1121		大槌町小鎚第26地割172
番地1		大槌住宅管理センター宛

■	申込書の配布　申込開始日より大槌住宅管理セ
ンターで配布します。町ホームページから印刷す
ることもできます。

■	入居要件等　詳しくは募集案内をご確認ください。
■	随時募集
　※	募集する住宅については、町ホームページにて
情報公開しております。詳細につきましては、
大槌住宅管理センターもしくは役場住宅課にお
問い合わせ下さい。

問 大槌住宅管理センター　℡ 0193-27-8440

災害公営住宅の
入居者を募集します ■	定期募集　《申込期間》3月5日（月）〜3月19日（月）　（申込多数の場合は、

選考・抽選となります。期間内に申込みがない場合は、随時募集に移行します）
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