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●日時　3月 6日（水）、13日（水）
　　　　午前 10時 30分
●内容　親子遊び、手遊び、製作、
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

ひまわりひろば

こども

2.15    
●日時　3月 1日（金）　
　　　　午前 10時
●内容　手芸
●対象　0歳～ 6歳児と保護者
●申込　2月22日（金）までに電話で
　　　　お申し込みください。

GUIDE お探しの本が見つからないときに

最寄りの図書館（本館・分館）にお探しの本がないと
きは各館から取り寄せることができます。インター
ネットで所蔵の検索ができます。詳しくは市図書館
ホームページからご利用ください。

育児講座

平成25年度 船引児童館事業の会員募集

●

船引児童館 学 び  funehiki-c@city.tamura.lg.jp　　 82-0690  F 82-0690

遠足や施設訪問・おやつ作りなど、児童自らが活動計画
を立て、実行するクラブです。
皆さんで楽しい遊びを考えてみましょう。
●対象　小学 1年生以上
●日時　毎月第 2土曜日　午前 10時
●定員　25人程度
●費用　内容によって自己負担

遊びっこクラブ
お子さんを月 2回（3時間）児童館で預かる事業です。
親離れ、子離れの機会にしてみませんか。
●対象　満 3才以上で、幼稚園や保育所に通っていない
　　　　幼児（平成 25年 4月 1日現在）
　　　　※保護者がお子さんを送迎できる方に限ります。
●日時　隔週火曜日　午前 10時～午後 1時
●定員　25人程度
●内容　集団遊び、手遊び、リズム遊びなど

ハムちゃんクラブ

●申込方法　いずれも、2月 18日（月）～ 3月 8日（金）に船引児童館へお申し込みください。

家電リサイクル法の対象になるものは?

誰に引き渡せばいいの ?

上記のほか、船引清掃センター・田村東部環境センターへの持ち込みができます。
郵便局で事前に「家電リサイクル券」を購入し、搬入してください。

費用はどのくらいかかるの ?

※１ リサイクル料金（リサイクル券購入料）はメーカーなどによって異なりますが、2,000円～5,000円程度。　　
　　  詳しくは、家電リサイクル券センターホームページ（http://www.rkc.aeha.or.jp/）をご覧ください。
※2  船引清掃センターおよび田村東部環境センターへ持ち込む場合の収集運搬料金は 1,300 円です。

Q1

誰に引き渡せばいいの ?誰に引き渡せばいいの ?誰に引き渡せばいいの ?Q2

Q3
＋ 運ぶための料金

（収集運搬料金）※ 2
資源に再生するための料金
（リサイクル料金）※ 1＝支払う

料金

→ 新しい商品を購入する電器店へ → 購入した電器店へ買い替えの場合 処分だけの場合

REDUCE

REUSE

RECYCLE

市長選挙・市議会議員補欠選挙を行います
任期満了に伴う田村市長選挙および現在欠員が生じている田村市議会議員の補欠選挙を行います。
●投票日　4月7日（日）　　●告示日　3月31日（日）

月日 事項 時間 場所
3/4（月） 立候補予定者説明会 午後 1時 30分 市役所第 5会議室
3/18（月） 立候補届出書類事前審査 午前 9時～午後 4時 市役所第 5会議室
3/31（日） 立候補届出受付 午前 8時 30分～午後 5時 市役所第 5会議室
4/1（月）～ 6（土）期日前投票 午前 8時 30分 期日前投票所 (市内 12カ所 )

4/7（日） 投票日 午前 7時～午後 6時 投票所（市内 35カ所）
開票 午後 8時 市総合体育館

投票立会人を募集します
●応募資格　 ①田村市の選挙人名簿に登録されている方　② 明るい選挙の推進に理解のある方
●業務内容　投票所で、投票が公正に行われているかなどを確認する

●応募方法　2月 27日（水）までに、選挙管理委員会事務局、各行政局地域振興課または各出張所へ
電話でお申し込みください。
●その他　立会人報酬をお支払いします。詳しくは市ホームページをご覧いただくか、市選挙管理委員
会事務局へお問い合わせください。
●問い合わせ　選挙管理委員会事務局　81-2111

期日前投票所 当日投票所
会場 田村市役所 各行政局（４カ所） 各出張所（7カ所） 市内 35カ所
日 4月 1日（月）～ 6日（土） 4月 7日（日）

時間 午前 8時 30分
　　～午後 8時

午前 8時 30分
　　～午後 7時

午前 8時 30分
　　～午後 5時

午前 7時
　　～午後 6時

募集人員 各期日前投票所 1日あたり 2人 各投票所 2人

使わなくなった家電どうしてる？ 家電を正しくリサイクル
RECYCLE

REDUCE家電製品には、鉄・銅・アルミニウム・ガラス・プラスチックなどが使われていて、資源として活用できる
部品がたくさんあります。使用済みの家電を有効利用するため、平成 13年 4月から家電リサイクル法が施
行され、特定の家電製品については法律に基づきリサイクル工場で回収され、資源として再利用されています。

▲ 不燃ごみとして出された
　 ブラウン管テレビ

最近、ごみ収集所にテレビや洗濯機を分解して不燃ごみやプラスチックごみとして出される
ことがあります。分解してごみ袋に入る場合でも、家電リサイクル法対象製品はごみ収集所
に出すことはできません。必ず決められた方法で処分してください。
●問い合わせ　市民部生活環境課81-2272

対象家電は、ごみ収集所に出さないで！

平成 15年 10月以降に販売された「リサイクルＰＣリサイクルマーク」がついているパソコンは、製
造したメーカーが無料で回収・リサイクルしています。詳しくは、パソコン３Ｒ推進協会（http://www.
pc3r.jp/）をご覧ください。その他にも不要になった携帯電話は、携帯販売店で自社・他社製品を問わ
ず回収しています。お近くの携帯販売店へお持ちください。

その他にもリサイクルできる家電ってあるの ?Q4

エアコン 冷蔵庫・冷凍庫洗濯機・衣類乾燥機テレビ

ブラウン管・液晶・プラズマ



　田村市ホームページ　http://www.city.tamura.lg.jp/みんなの暮らしにまつわる情報案内板
ナビゲーション

●滝根行政局
   963-3692　
   田村市滝根町神俣字関場118番地　
   地域振興課…78-2111 
   市　民　課…78-1202 
   産業建設課…78-1204
●大越行政局
   963-4192　
   田村市大越町上大越字水神宮62番地1 
   地域振興課…79-2111 
　市　民　課…79-2112 
   産業建設課…79-2193 
●都路行政局
   963-4701　
   田村市都路町古道字本町33番地4
   地域振興課…75-2111 
　市　民　課…75-2112 
   産業建設課…75-3550
●常葉行政局
   963-4692　
   田村市常葉町常葉字町裏 1番地 
   地域振興課…77-2111 
　市　民　課…77-2112 
   産業建設課…77-2371 
●滝根公民館…78-2001
●大越公民館…79-2161
●都路公民館…75-2063
●常葉公民館…77-2013
●船引公民館…82-1133

各行政局の問い合わせ先

●電話・来庁（来館）で申し込む　●費用（料金）は無料
●はがき・ F (FAX) で申し込む場合は次の必要事項を記入「行事（教室）名・郵便番号・住所・氏名・電話番号」

各記事に明記していないもの
（共通事項）

臨時職員募集
「調理補助員兼用務補助員」

 募
　  集 

●募集人数　２人
● 応募資格　市臨時職員として通算
60月以上になる方はご遠慮ください。
● 雇用期間　4月1日～9月30日
　※雇用期間終了後も継続可能
● 勤務時間　船引総合福祉センター
の勤務形態による
●賃金　時給780円（パートタイム）
● 提出書類　市で定めた履歴書に6
カ月以内に撮影した上半身の写真を
貼り付たもの
※履歴書は保健福祉部社会福祉課に
備えてあります。
● 募集期間　2月18日（月）～3月
8日（金）
● その他　勤務時間、業務内容など
詳しくは船引総合福祉センターへお
問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課  81-2273
船引総合福祉センター　82-0600

information

１月・２月は「はたちの
献血キャンペーン期間」

 健
　  康

あなたの献血が、誰かのいのちを救
っています。10代・20代の献血者
数がこの10年間で約40％も減少し
てしまったことを知っていますか？
日本では、毎日約3,000人の方が輸
血を必要としています。血液は、人
工的に造ることも、長期間保存する
こともできません。献血は「命」を
プレゼントすることができる、大き
な贈り物です。ほんの少しの勇気で、
助かる命のために、献血へのご協力
をお願いします。

寒さが厳しくなるこれからの季節は、
風邪などで体調を崩す方が多く、献
血する方が減少しやすい時期です。
一人でも多くの皆さんのご協力をお
願いします。
● 日時　3月3日（日）　午前11時
30分～午後4時30分
●会場　船引パーク食品館前 駐車場
●問い合わせ
保健福祉部 保健課　81-2271

 募
　  集 

臨時職員募集（身体障害
者雇用）「事務補助員」

●募集人員　１人
● 応募資格　身体障害者手帳（1級
～6級）の交付を受けている方で、
自力で通勤ができ、介護者なしで業
務ができるかた方。通常の事務機器
で仕事ができる方。
● 職務内容　一般事務（パソコン操
作など）
●雇用期間　4月1日～9月30日
※雇用期間終了後も再雇用する場合
があります。
● 勤務時間　午前8時30分～午後
5時15分
● 賃金日額　6,000円（2km以上は
通勤割増有）
●受付期間　2月18日（月）～28日
（木）
● 申込方法　申込書は総務部総務課
でお渡しします。申込書に必要事項
を記入のうえ、持参してください。
● その他　社会保険・厚生年金およ
び有給休暇・その他休暇制度があり
ます。
●申し込み・問い合わせ
総務部 総務課 81-2111

地域審議会委員を
募集します

 募
　  集 

国際交流協会の英会話教室参加者を募集します
英会話教室 [初級・中上級 ] 春夏コース
●日時　4月～ 7月（月 2回、全 8回）午後 7時～ 8時 30分
①初級…毎月第 1・3月曜日
②中上級…毎月第 2・4月曜日
※ 4月はいずれも第 3・第４週に開催します。
●会場　船引公民館 研修室
●対象　①初級…簡単な日常会話を学びたい方
　　　　②中上級…英語力、英会話力を伸ばしたい方
●定員　各 20人
●講師　英語指導助手（各教室１人）
●参加料　国際交流協会会員…3,500 円程度、一般…6,000 円程度
※英会話教室は別途テキスト代が必要です。
●申込方法　3月 8日 ( 金 ) までに電話、FAXまたはメール（①希望教室②
氏名③住所④電話番号を明記）でお申し込みください。
●その他
①成人の方が対象です。
②申込者が定員を超えた時点で募集を締め切ります。
③英会話教室は初級・中上級コースの両方に申し込むことはできません。
④初回の教室開催後、途中参加はできません。
⑤月曜日が祝日の場合は、火曜日に実施する予定です。

- 国際交流協会への入会案内 -
国際交流協会への入会申込みを希望される方はお問い合わせください。
●年会費　個人会員…2,000 円　家族会員…3,000 円
●申し込み・問い合わせ　国際交流協会事務局（総務部企画課内）
81-2135　 F 81-2522　kikaku@city.tamura.lg.jp

第 2回
栄町つるし雛まつり

栄町の皆さん手作りの雛細工
をつるしたイベントを開催し
ます。きれいなつるし雛の展
示やかわいい手作り小物の販
売もあります。

●日時　3月 3日（日）～ 17
日（日）
午前 10時～午後 4時
●会場　船引駅前通り（県道
船引停車場線）の各店舗内
●その他　「つるし雛まつり
マップ」は田村地域デザイン
センターおよび船引駅構内に
あります。駐車場は船引駅前
駐車場（有料）をご利用くだ
さい。
●問い合わせ
建設部 都市計画課
82-1114
田村地域デザインセンター　
82-6110　

「街頭献血にご協力を」

栄町つるし雛まつり

日程 時間 会場
3/12（火）午後 5時～ 9時 郡山市さん

かくプラザ3/16（土）午後 1時～ 5時

古文書講座の受講者を
募集します

 募
　  集 

地域審議会は、合併後の市民の皆さ
んの声を施策に反映する役割を担う
もので、旧町村単位に設置していま
す。主な仕事は、それぞれの地区の
施策や「新市建設計画」の執行状況
などについて、市長から諮問を受け、
必要に応じて意見を述べる市の付属
機関です。
● 募集人員　地域審議会委員　各地
域3人（計15人）
● 募集期間　2月25日（月）～3月
25日（月）
● 応募資格　次の条件をすべて満た
す方
①満20歳以上の市民の方
②建設的な意見を提言できる方
※応募はお住まいの地区の地域審議
会に限ります。
● 応募方法　任意の応募用紙に、①
住所②氏名（ふりがな）③生年月日
④性別⑤職業⑥電話番号⑦応募の理
由を明記し、総務部企画課、各行政
局地域振興課または各出張所へ持参
または郵送で応募してください。
● 選考方法　応募が募集人員を超え
た場合、各担当課で抽選します。
● 委員の任期　委嘱の日～平成27
年3月31日
●申し込み・問い合わせ
※郵送の場合は、総務部企画課また
は住所地の行政局地域振興課へお送
りください。
住所地が船引の方はこちらへ
総務部 企画課 81-2135
住所地がその他の方はこちらへ
各行政局 地域振興課

市営住宅入居者を
募集します

 募
　  集

東部団地1号棟（船引）
●部屋番号　14号室
●建築年　平成2年
●構造　中層耐火3階
●間取り　3DK
●家賃　17,500円～
●駐車場　有
東部団地3号棟（船引）
●部屋番号　21号室
●建築年　平成4年
●構造　中層耐火3階
●間取り　3DK
●家賃　18,100円～
●駐車場　有
● 申込方法　2月28日（木）までに
備え付けの申込書に必要書類を添え
てお申し込みください。
※申込者多数の場合は抽選になります。
●申し込み・問い合わせ
建設部 都市計画課  82-1114

入門講座（初心者向け）
● 期間　4月14日～26年3月23
日（全22回、日曜日開催）
●時間　午前10時～11時30分
● 対象　古文書の初歩的な知識を習
得したい方
初級講座
● 期間　4月16日～26年3月18
日（全22回、火曜日開催）
●時間　午前10時～11時30分
● 対象　古文書の基礎的な知識を習
得したい方
中級講座
● 期間　4月 8日～ 26年 3月 30
日（全25回、月曜日開催）
● 時間　午後1時 30分～3時 30
分
● 対象　古文書の基礎的な知識を習
得している方

- 共通事項 -
●会場　船引公民館
●講師　船引地方史研究会員
●定員　各講座15人程度
●受講料　各2,000円（テキスト代）
● その他　いずれの講座も市内にお
住まいの方に限ります。
● 申込方法　3月18日（月）までに
船引公民館の窓口に直接または電話
でお申し込みください。
●問い合わせ
教育部 生涯学習課　68-3113
船引公民館　82-1133

県ひとり親家庭等在宅就
業支援事業の参加者募集

 募
　  集 

県では、ひとり親家庭に対し、在宅
就業を可能にするための訓練を無償
で提供します。訓練期間中は毎月、
訓練手当が支給され、訓練に必要な
パソコンやインターネット回線も無
償で付与されます。希望する方は、
説明会への参加が必要です。
● 対象　県内にお住まいのひとり親
の方（母子家庭の母、父子家庭の父、
寡婦）
※震災の影響で県外へ避難されてい
る方も対象になります。ただし、本
事業で過去に訓練手当を受給された
ことがある方は参加できません。
●定員　300人
※事業説明会当日に選考会（適性審

査・資格審査）を行います。
●事業説明会

●申込方法　事業説明会開催の2日
前までにお申し込みください。
● 持参物　①写真付きの履歴書、②
筆記用具、③印鑑、④参加資格証明
書（「児童扶養手当証書」、「ひとり親
家庭医療費受給資格者証」、「戸籍謄
本と世帯全員の住民票」のいずれか
の写し）
●その他　コース・訓練期間・手当、
上記以外の説明会場など、詳しくは
お問い合わせください。
●問い合わせ
ひとり親支援事業事務局
0120-816-699


