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■�受付期間　８月31日（木）まで
■�義援金受付口
（1）振込による受付
　義援金受付口座は大槌町ホームペー
ジまたは、下記問合せにご確認ください。
（2）窓口による受付
　役場保健福祉課にて義援金を受付け
ます。お持ちいただいた義援金は、日
本赤十字社本社の義援金受付口座に送
金します。また、受付の際に受領証を
発行しますので、住所・氏名（受領書の
宛名）・寄付額をお伝えください。
問�保健福祉課�地域福祉班��℡ 0193-42-8715

東大教室＠大槌の
９月講座を開催します！

　中央公民館 2階の「大槌文化ハウス」
で公開講座を開催します。受講は無料
で、どなたでも参加できます。ぜひお
気軽にご参加ください！
○�海の教室�「大槌の貝がらが記憶する環境」
●�日時　９月１日（金）17：00〜18：30
●�講師　白井　厚太郎（東京大学大気海洋
研究所国際沿岸海洋研究センター・助教・古環境学）

●�内容　貝がらに記録された過去の環境
や生態の情報を読み解く研究について
○空間の教室「世界建築紀行（1）」
●�日時　９月２日（土）10：30〜12：30
●�講師　松本文夫（東京大学総合研究博物
館特任教授・建築学）

●�内容　中近東と北アフリカの建築・都
市をたずね、居住環境の可能性を探る。
■�主催　大槌町中央公民館、東京大学
総合研究博物館

問�中央公民館�事業班　℡0193-42-3030

傾聴ボランティア養成講座
の開催について

　釜石保健所では、悩みや不安などに
耳を傾け、気持ちに寄り添う役割を地
域で担う傾聴ボランティア養成するた
めの講座を開催します。
■�申し込み　8月18日（金）まで
　詳しくは下記にお問い合わせください。
問�釜石保健所保健課��℡ 0193-25-2702

育児・介護休業法の改正の
お知らせ

　平成 29 年10月から「改正育児・介
護休業法」等が施行されます。主な改
正内容は以下のとおりです。
①�保育園に入れない場合、２歳まで育
児休業が取れるようになります。

②�事業主は、子どもが生まれる予定の
方などに育児休業等の制度を知らせ
る努力義務が創設されます。

③�育児に関する目的で利用できる休暇制
度を設ける努力義務が創設されます。
※�詳細は厚生労働省ホームページをご
覧いただくか、岩手労働局までお問
い合わせください。
問�岩手労働局�雇用環境・均等室
　�℡�019-604-3010

児童扶養手当『現況届』に
ついてのお知らせ

　児童扶養手当を受給している方は『現
況届』の提出をお願いします。

お 知 ら せ ■�受付期間
　�８月１日（火）から8月31日（木）ま
での平日　8：30〜17：15

　�8月19日（土）9：00 〜17：00
■�場所　大槌町役場　保健福祉課
■�必要書類　7月下旬に役場から送付
した案内を確認の上、ご用意ください。
問�保健福祉課�地域福祉班
　�℡ 0193-42-8715

「出張ハローワーク！ひとり親全力
サポートキャンペーン」の実施

　大槌町役場庁舎内に、ひとり親を対
象としたハローワーク釜石の臨時窓口を
設置します。８月は児童扶養手当の現
況届の提出がありますので、普段は忙し
くてハローワークに足を向けることがで
きない人も、ぜひお立ち寄りください。
あなたのお仕事についてのお悩みをハロ
ーワークにご相談ください。
■�日時　８月24日（木）10：00〜16：00
■�場所　大槌町役場１階相談室１
■�問い合わせ先　釜石公共職業安定所
（ハローワーク釜石）　℡：0193-23-
8609　住所：岩手県釜石市新町6-55

※�ハローワーク釜石ではいつでも相談を
受けております。（平日8：30〜17：15）

平成29年７月５日からの
大雨災害義援金の受付

　日本赤十字社では下記のとおり義援
金の受付を行っています。皆様の温か
いご支援・ご協力をお願いします。
■�義援金名称　平成 29 年７月５日か
らの大雨災害義援金

大ケ口 2丁目3‐39
TEL 0193‐42‐2784
営業時間

定 休 日

御支度
承ります七五三、入学卒業、成人式、婚礼

LaLa
美しい髪は
健康な頭皮、地肌から

予　約　優　先

頭 皮 洗 浄
・白髪染め （通常5,500円が）3,500円～
・パーマ（カット込み）      6,480円～
・白髪染め （通常5,500円が）3,500円～
・パーマ（カット込み）      6,480円～

■仕事内容  路線バス、貸切バスの運転
■給与  当社規定による
　　　　  昇級・賞与・家族手当・通勤手当・運転手当あり
■免許・資格  大型自動車二種免許必須
    大型自動車一種免許がある方は二種免許取得制度あり

大槌地域振興 株式会社
岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里3-516

詳細は当社までお気軽にお問い合わせください。
お問合先
0193-44-2661

バス運転士
募集人員

2・3名名
正社員募集正社員募集

広報おおつちでは、折り込みチラシの減量化に取り組んでいます。両面で内容が異なっている場合もありますので、ご了承願います。

「がんばる食堂」「がんばる食堂」
利用場所 大槌町小鎚27-41-4

（マスト裏）

☎ 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）

利用時間 10時～21時
（ただし、18時からは団体利用のみ）

利用料金 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）

※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」

まってま～す！！

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
8月 9日水、23日水
       30日水

8月19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11回やさしい健康講座

無料開放日

まってま～す！！ 8月14日～16日は
お盆休みです

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
㈲ 道 又 商 事お申し込み

お問い合わせは

・ビジネスホテル寿
  朝食賄いさん募集
・道又新聞店
  新聞配達員さん募集

☎ 0120-42-5691

・ビジネスホテル寿
  朝食賄いさん募集
・道又新聞店
  新聞配達員さん募集

お試し頂いても、その後の契約義務はありません。お試し頂いても、その後の契約義務はありません。

「農業体験農場」
�体験者募集

　農業に興味がある人達へ農業体験の
場を提供します。
■�対象　・新たに農業を始めたい人
　　　　・農業で働きたい人
■�体験場所
　大槌町下野地区（薬王堂周辺）
■�体験時期
　平成29年８〜10月��※随時受け付け
■�主催　釜石・大槌地域農業振興協議会
■�申込方法　体験したい日時を決めて
いただき、８月31日（木）までにお電
話またはFAXでお申し込みください。

■�申込先　大船渡農業改良普及センタ
ー（担当　多田、大久保）

　℡0192-27-9918��FAX0192-27-9936

いわて環境の森整備事業に
ついて

◆森林所有者のみなさんへ◆
　植林した森林の手入れができず困っ

ていませんか？
　県では「いわての森林づくり県民税」
を活用して、公益上重要でありながら、
手入れの行き届かない人工林（スギやカ
ラマツなど）を、所有者のみなさんに代
わって間伐しています。森林をしっかり
手入れすることは、良質な水の供給や土
砂災害の防止など、私たちの暮らしに多
くの恵みをもたらすことにつながります。
詳しくは、下記にお問い合せください。
問�岩手県沿岸広域振興局農林部
　�℡ 0193-25-2704

危険物取扱者保安講習

　危険物の取扱者に３年ごとの受講が義
務付けられている保安講習を開催します。
■�日時　9月26日（火）
■�会場　（公財）釜石・大槌地域産業育成センター
■�申込期限　８月１８日（金）�（受講申
請書は、消防本部・各消防署で配布）

問��釜石大槌地区行政事務組合消防本部�
消防課予防係　℡0193-22-1642

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。
■�募集する住宅団地
　�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。

　　▽上町団地　　　　２戸
　　▽花輪田②団地　　１戸
　　▽吉里吉里D団地��１戸
■�募集期間
　�8月18 日から25日の平日（受付時
間 9：00 〜17：00まで）

　※�期限までに申込みがない場合、8月
28日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 建物形式など 入居の予定時期 間取り・戸数
大ケ口一丁目
町 営 住 宅

長屋タイプ
・木造　・ペット飼育可

平成29年
10月頃 1DK：1戸

源 水
町 営 住 宅

長屋タイプ
・木造 2階建て（1DK）
・木造3階建て（2LDK）��・ペット飼育不可

平成29年
10月頃

1DK：1戸
2LDK：1戸

末 広 町
町 営 住 宅

集合タイプ
・鉄筋コンクリート造6階建て��・ペット飼育可

平成29年
10月頃 2DK（A）：1戸

吉里吉里第 2
町 営 住 宅

長屋タイプ
・木造　・ペット飼育不可

平成29年
10月頃 2DK（A）：1戸

吉里吉里第 2
町 営 住 宅

戸建タイプ
・木造 2階建て
・ペット飼育可

平成29年
10月頃

3DK：1戸
（2人以上の世帯対象）
4DK：1戸

（3人以上の世帯対象）
安 渡 第 2
町 営 住 宅

戸建タイプ
・木造 2階建て��・ペット飼育可

平成29年
10月頃

3DK：1戸
（2人以上の世帯対象）

赤浜町営住宅
（現東大海洋研裏地区）

戸建タイプ
・木造 2階建て��・ペット飼育可

平成30年
1月予定

3DK：1戸
（2人以上の世帯対象）

安 渡 第 2
町 営 住 宅

戸建タイプ
・木造 2階建て��・ペット飼育可

平成 30 年
5月予定

4DK：1戸
（3人以上の世帯対象）

寺野・臼澤第 3
町営住宅（仮称）

戸建タイプ
・木造 2階建て��・ペット飼育可

平成 30 年
6月予定

3DK：2 戸
（2人以上の世帯対象）

定住促進住宅 集合タイプ
・鉄筋コンクリート造5階建て��・ペット飼育不可

平成 29 年
10月頃 2K：1戸

■�申込期間　8月7日（月）から8月
21日（月）まで定期募集（申込多数
の場合は、選考・抽せんとなります）

■�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
26地割172番地1　大槌町住宅管
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
ホームページからも印刷できます。

■�入居要件等　詳しくは募集案内をご
確認ください。

問�大槌住宅管理センター
�　℡ 0193-27-8440

災害公営住宅および
定住促進住宅の入居者を
募集します
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