まちで出会ったかわいい笑顔

国際理解講座で
古典落語を上演
山田町国際交流協会では、国
際理解講座「古典落語」を開催
します。入場無料でどなたでも
参加できます。
期日 ９月25日（土）
時間 午後６時〜
場所 龍昌寺仏教会館
出演 柳家三太楼さん、柳家
右太楼さん
問い合わせ 山田町国際交流
協会事務局（龍昌寺内@82−
3089）へどうぞ。

はまなす学園祭に
皆さんのご来場を
はまなす学園では、学園祭を
開催します。皆さんのご来場を
お待ちしています。
期日 10月２日（土）
時間 午前９時半〜午後１時半
場所 はまなす学園
内容 利用者の作品販売、屋
台村、ステージショーなど
問い合わせ はまなす学園
（@84−3231）へどうぞ。

第ô回山田町議会定例会
日時

９月２１日（火）開会
午前10時〜
どなたでも傍聴できます。
詳しい日程などについては、
町議会事務局（@82−3114）
へお尋ねください。

【３】

鯨と海の科学館では、切り絵
教室を開催します。海の生物の
切り絵に挑戦してみませんか。
期日 ９月26日（日）
時間 午前９時〜正午
場所 鯨と海の科学館
講師 長根正樹さん（北上市）
参加料 500円
対象 小学生（５年生以上）、
中学生と保護者・一般20人
持参する物 筆記用具
申込期限 ９月23日
申込先・問い合わせ 鯨と海
の科学館（@84−3985）へ。

秋祭りに伴い国道
45号が通行止めに
９月18日から開催される山田
八幡宮、大杉神社両神幸祭のた
め、国道45号が時間帯全面通行
止めとなります。ご不便をお掛
けしますが、皆さんのご協力を
お願いします。
規制場所と時間
・国道４５号（アベエイ前〜日本
生命前）
18日…午後３時15分〜45分
19日…午前９時45分〜10時45
分 20日…午後８時〜９時
・国道４５号（山田郵便局前〜日
本生命前）
19日…午前11時〜午後１時半
20日…午後１時半〜３時半
問い合わせ 山田の魅力発信
実行委員会（山田町商工会内
@82−2515）へどうぞ。

子育てテレホン
サービス利用を
電話番号 ８２−９５８２
テーマ ９月21日〜26日…幼
児・栄養過剰による子供の異
常 ９月27日〜10月３日…入
学前・５歳児につきやすい悪
い癖 10月４日〜11日…中学
生・最近の中学生の悩み 10
月12日〜17日…幼児・絵本が
好きな子供にするには

防衛大学校など
採用試験を実施
防衛庁では、防衛大学校学生、
防衛医科大学校学生、看護学生
の採用試験を行います。
応募資格 昭和59年４月２日
から（看護学生は昭和56年４
月２日から）62年４月１日ま
でに生まれた人で、高校を卒
業した人（見込みを含む）
試験日と試験会場 防衛大学
校…11月13日〜14日・陸上自
衛隊岩手駐屯地（滝沢村）
防衛医科大学校…11月６日〜
７日・自衛隊岩手地方連絡部
本部（盛岡市） 看護学生…
10月17日・町中央コミュニ
ティセンター
受付期限 10月１日
申込先・問い合わせ 自衛隊
宮古募集事務所（@63−3881）
へどうぞ。

25日に消防署で
救急フェア開催
山田消防署では、９月９日の
「救急の日」にちなみ、救急
フェアを開催します。
期日 ９月25日（土）
時間 午前10時〜正午
場所 山田消防署
内容 心肺蘇生法の実演指導、
救急車の公開、消防ポンプ自
動車の体験乗車など
問い合わせ 山田消防署（@
82−3139）へどうぞ。
そ

｢すくすく広場｣で
交流深めませんか
場所と期日 わかき保育園…
９月29日 船越保育園…10月
６日 織笠保育園…10月13日
時間 午前９時半〜11時半
※10月13日の織笠保育園では食
事体験がありますので、参加
希望の方は10月１日までに同
園にお申し込みください。
問い合わせ 子育て支援セン
ター（織笠保育園内@82−
6099）へどうぞ。

町民ゴルフ大会
多数のご参加を
第７回町民ゴルフ大会が開か
れます。参加は個人または４人
１組でお申し込みください。
期日 10月11日（月）
時間 午前８時〜
場所 宮古カントリークラブ
参加対象 町内在住の人また
は町にゆかりのある人（町内
の事業所に勤めている人など
も参加できます）
参加料 2,000円
※プレー代（12,000円程度）と
昼食代は自己負担です。
表彰 順位賞（１〜20位）、
飛び賞、ブービー賞など
申込期限 10月１日
申込先・問い合わせ 山田町
民ゴルフ大会事務局（役場産
業振興課内・内線233）へ。

春風亭小朝さんの
落語独演会を開催
山田町職員組合では、創立50
周年記念事業として、「春風亭
小朝独演会」を開催します。ど
なたでもご覧になれますので、
この機会にぜひ、大衆娯楽をご
堪能ください。
期日 10月16日（土）
時間 午後６時半〜
場所 町中央公民館
チケット 大人1,000円、小
中高生500円
チケット取扱所 鈴木書店
（@82−2453）、マツモト（@
82−2297）、山田町職員組合
事務局
※チケットが売り切れ次第、販
売終了とさせていただきます。
問い合わせ 山田町職員組合
事務局
（@82−0318）
へどうぞ。

今月の納税
国 保 税………第３期
納 期 限……９月30日
口座振替日……９月２８日
〜忘れずに納付を〜

山田町民エコーの
会員を募集します
コーラスグループ「山田町民
エコー」（鈴木ユミ子会長）が
結成され、現在会員を募集して
います。どうぞご参加ください。
練習日 毎週木曜日
午後７時半〜
場所 町中央公民館
会費 月1,000円
問い合わせ 町教育委員会事
務局文化担当（内線624）へ。

ボケ防止テーマに
研修会開催します
期日 10月９日（土）
時間 午後１時半〜４時
場所 シートピアなあど
内容 講演「ボケ防止法」講
師・植村研一さん（加藤病院
院長）
申込期限 10月１日
申込先・問い合わせ 加藤病
院リハビリ局
（@62−3737）
へ。

おわびと訂正
９月１日号の掲載記事に誤り
がありました。深くおわびし、
次のとおり訂正致します。
スポーツ情報（５ ）の「県
中総体」の記事
・ ・
・ ・
・1澤謙君（３年）→（２年）
・ ・
・ ・
・米澤健太君（２年）→（３年）
町のわだい（10 ）の「東北
総体相撲競技」の記事
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・
・個人戦で準優勝と３位→優勝
・ ・ ・ ・
と準優勝
１歳になりました（16 ）
・
・
・佐々木良美→佐々木良実

国保の保険証更新
区長を通じ配布に
国民健康保険被保険者証が10
月１日に更新されます。新しい
保険証は一般用が若草色、退職
者用が藤色となっており、今月
末に行政区長を通じて配布され
ます。10月１日以降に病院へか
かる際には、配布された新しい
保険証を提示してください。
なお、期限切れの保険証は、必
ず役場住民生活課国保担当か、
役場各支所へ返還してください。
問い合わせ 役場住民生活課
国民健康保険担当（内線124）
へどうぞ。

危険物取扱者の
試験などあります
危険物取扱者試験
試験種類 甲種、乙種全類、
丙種
試験日 11月20日（土）
試験地 宮古市
願書の受付期間 ９月29日〜
10月13日
願書の請求先 山田消防署
申込先 財団法人消防試験研
究センター岩手県支部
危険物取扱者試験準備講習
期間 10月25日〜26日
対象 上記危険物取扱者試験
の受験予定者
会場 宮古地区広域行政組合
消防本部（宮古市五月町）
申込期限 10月24日
申込先 山田消防署
◆問い合わせ 山田消防署（@
82−3139）へどうぞ。

オータムジャンボ宝くじ

今月の粗大ごみ収集

27日から販売開始

収 集 日 ９月29日
対象地区 山田
予 約 先 芳賀清掃社
（@86−2826）
予約期限 収集日の１週間前
※予約をした方は、必ず氏名
と電話番号を書いて出して
ください。

９月27日からオータムジャ
ンボ宝くじが販売されます。
この収益金はまちづくりや環
境対策、高齢化対策など福祉
向上のために使われています。
販売期間 ９月27日（月）〜
10月12日（火）
抽せん日 10月15日（金）

４年間、ご苦労さまでした
豊間根助役、石山収入役が退任
８月28日の任期満了を迎えた豊間根章一助役、石山
勝博収入役が退任されました。平成12年から４年間に
わたって町政にこん身の力を注がれたお二人のご労苦
に感謝を申し上げ、今後のご健勝を祈念致します。

前山田町助役

８月28日の任期満了を
もちまして、助役の職を
退任致しました。平成12
年８月の就任以来、町民の皆さまには大変お世話にな
りました。皆さまの温かいご支援とご協力により、職
務を全うすることができましたことに対し、心よりお
礼申し上げます。今後は一人の町民として住民福祉の
ため、微力ではありますが協力させていただきたいと
考えております。終わりに、山田町の発展と町民皆さ
まの幸せを心から祈念し、退任のあいさつとします。

前山田町収入役

８月28日の任期満了を
もちまして、収入役の職
を退任致しました。平成
12年８月の就任以来、４年間公金の管理など会計事務
に携わってまいりましたが、皆さまから頂きました温
かいご指導とご厚情により、大過なく退任の日を迎え
られたことを心から感謝申し上げます。今後は、一町
民として協力してまいりたいと思います。終わりにな
りますが、山田町の一層の発展と町民皆さまのご多幸
を祈念し、退任のあいさつとします。
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海の生物題材に
切り絵を作ろう
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秋祭り期間中のごみ収集
山田八幡宮、大杉神社両神幸祭の交通規制に伴い、
山田地区の９月18日（土）の不燃ごみと20日（月）の
資源ごみ（びん）は収集時間を午前中に変更します。
午後は収集を行いませんので、ご注意ください。
問い合わせ 役場住民生活課環境衛生担当（内線
127）へどうぞ。
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