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今月の納税
町 県 民 税………第２期
国　保　税………第２期
納　期　限……８月31日
口座振替日……８月２７日
～忘れずに納付を～

今月の粗大ごみ収集
収 集 日　８月30日
対象地区　大沢
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。

オランダ島＆鯨まつりの一環とし
て「山田湾、船越半島の成り立ちを
巡る観察会」が開催されます。
�日時　８月22日（日）

午前９時～正午
�集合場所　山田観光船発着所（山
田郵便局裏）
※当日は駐車場の混雑が予想されま
すので、できるだけ公共交通機関
などをご利用ください。
�講師　小岩清水さん（専修大学附
属高校前副校長・山田町出身）
�対象　小中学生と保護者・一般
200人
�持参する物　筆記用具、双眼鏡
�申込期限　８月20日
�申込先・問い合わせ　鯨と海の科
学館（�84－3985）へどうぞ。

山田湾と船越半島
巡る観察会を開催

８月22日に開催される「オランダ
島＆鯨まつり」のイベントの一つと
して、航空自衛隊第４航空団Ｆ－２
戦闘機２機による飛行展示が行われ
ます。この際、山田湾や一部町内上
空を飛行することにより騒音が発生
します。ご迷惑をお掛けしますがご
理解とご協力をお願いします。
�期日　８月22日（日）
�時間　午後零時半ごろ（約15分間）
�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。

戦闘機飛行に伴う
騒音発生に理解を

職場や夫婦関係、相続問題、近隣
関係などでお悩みの方は、お気軽に
ご相談ください。
�日時　８月20日（金）

午前10時～午後３時
�場所　町中央コミュニティセンター
�相談員　人権擁護委員
�問い合わせ　役場住民生活課住民
相談担当（内線128）へどうぞ。

特設人権相談所の
ご利用はお気軽に

県医療審議会では、広く県民の意
見を反映させるため、委員の一部を
一般公募します。
�募集人数　２人
�応募資格　20歳以上の県民（公務
員と保健、医療、福祉の現場に職
業として従事している人を除く）
�委員の仕事　審議会に出席し、県
内における医療を提供する体制の
確保に関する重要事項の審議を行
います。
�任期　任命の日から２年間
�応募方法　応募申込書に必要事項
を記入の上、郵送、ファクスまた
はＥメールで応募
�応募申込書の請求先　役場住民生
活課国民健康保険担当
�応募期限　９月10日
�申込先・問い合わせ　県保健福祉
部医療国保課（〒020－8570 盛岡
市内丸10－１ �019－629－5427
ＦＡＸ019－629－0837 Ｅメール
ｈ-ｏｎｏｄｅｒａ＠ｐｒｅｆ.ｉｗａｔｅ.ｊｐ）へ。

県医療審議会の
委員を一般公募

警察官（武道指導）
�受験資格　昭和50年４月２日から
62年４月１日までに生まれた人
で、柔道２段以上または剣道３段
以上の段位を持つ人
�試験日　10月15日、16日
�試験会場　県警察学校（盛岡市）
�申込書の請求先　宮古警察署山田
交番（�82－2155）
�受付期間　８月16日～９月17日
�申込先・問い合わせ　県人事委員
会事務局（〒020－8570 盛岡市内
丸10－１ �019－629－6241）へ。
自衛官
�職種　航空学生、一般曹候補学生、
曹候補士、２等陸・海・空士
�応募資格
・航空学生…昭和59年４月２日から
62年４月１日までに生まれた人
・一般曹候補学生…昭和56年４月２
日から62年４月１日までに生まれ
た人
・曹候補士、２等陸・海・空士…昭
和53年４月２日から62年４月１日
までに生まれた人
�試験日　航空学生…９月23日（木）
一般曹候補学生・曹候補士…９月
18日（土） ２等陸・海・空士…９
月16日から30日のいずれか１日
�受付期限　９月８日
�申込書の請求先・申込先、問い合
わせ　自衛隊宮古募集事務所（�
63－3881）へどうぞ。
介護福祉士国家試験
�受験資格　高校を卒業し、介護な
どの業務に３年以上従事した人か、
高校の専攻科などで受験に必要な
科目、単位数を修めて卒業した人
�試験日　筆記…１月23日（日）

実技…３月６日（日）
�試験地　青森県、宮城県
�受験手数料　13,300円
�申込期限　９月10日
�申込書の請求先・申込先、問い合
わせ　財団法人社会福祉振興・試
験センター（〒150－0002 東京都
渋谷区渋谷１－５－６ �03－
3486－7559）へどうぞ。

各種採用試験など
受け付け行います

さわやかスポーツ教室
グランドゴルフ、ドッヂビーなど

のニュースポーツが体験できる「さ
わやかスポーツ教室」が開かれます。
�期日　９月４日（土）
�時間と場所　午前９時～11時…山
田北小学校体育館　午後１時半～
３時半…山田南小学校体育館
�対象　小学生以上
�参加料　小中学生…100円

高校生以上…200円
�申込期限　８月31日
�申込先・問い合わせ　町教育委員
会事務局社会体育担当（�82－
5505）へどうぞ。
湯のみ、コーヒーカップ作り教室
「敬老の日に贈ろう　湯のみ、
コーヒーカップつくり」教室が開催
されます。
�日時　８月28日（土）
午前の部…午前９時半～11時半
午後の部…午後１時半～３時半
�場所　陸中海岸青少年の家
�定員　各部とも30人
�対象　幼児から一般（小学４年生
以下は保護者同伴のこと）
�持参する物　上履き、エプロン
�参加区分と参加料
小コース（粘土300㌘）…800円
大コース（粘土600㌘）…1,550円
�講師　海老原正人さん（弧

こ

松
しょう

窯
がま

代
表・釜石市）
�申込期間　８月20日～25日
�申込先・問い合わせ　陸中海岸青
少年の家（�84－3311）へどうぞ。

各種教室を開催
皆さんの参加を

�電話番号　８２－９５８２
�テーマ　８月16日～22日…小学
生・落ち着きのない子供　８月23
日～29日…中学生・学習意欲のな
い子供　８月30日～９月５日…幼
児・５歳児の発達　９月６日～12
日…入学前・５歳児は幼児期の完
成期　９月13日～20日…中学生・
友達付き合いを避ける子供

子育てテレホン
ご利用ください

町教育委員会では、町民芸術祭へ
の参加作品や出演者（団体）を募集
しています。
�募集内容　展示部門…美術、書道
などの作品　舞台部門…民謡、器
楽演奏、合唱などの出演者（団体）
�申込期限　９月24日（舞台部門の
民謡の部は９月１日）
※展示部門の出展数は一人２点以内
です。
�申込先・問い合わせ　町教育委員
会事務局文化担当（内線624）へ。

町民芸術祭の出展
作品や参加者募集

平成16年度国民体育大会東北ブ
ロック大会兼第31回東北総合体育大
会相撲競技が開催されます。
�期間　８月28日～29日
�時間　午前９時～
�場所　前須賀公園相撲場
�問い合わせ　町教育委員会事務局
社会体育担当（�82－5505）へ。

相撲の東北大会に
皆さんのご来場を

�場所と期日　大浦保育園…８月25
日　織笠保育園…９月１日
�時間　午前９時半～11時半
�問い合わせ　子育て支援センター
（織笠保育園内�82－6099）へ。

「すくすく広場」で
交流深めませんか

老人医療の限度額適用・標準負担
額減額認定制度をご存じですか──。
老人保健制度加入者が入院した場合
の医療費負担には１カ月当たりの限
度額が設定されていますが、世帯全
員が町民税を課税されていない方は、
申請すると限度額が引き下げられる
認定証が交付される制度です。対象
となる方は、どうぞご利用ください。
�対象　低所得Ⅱ…世帯全員が町民
税非課税の人　低所得Ⅰ…低所得
Ⅱの条件を満たし、所得が一定の
基準未満の人
�適用後の限度額
・低所得Ⅱ…入院一部負担金24,600
円、食事標準負担額１日650円
・低所得Ⅰ…入院一部負担金15,000
円、食事標準負担額１日300円
※同制度を利用しない場合、入院一
部負担金は１割負担の方40,200円、
２割負担の方72,300円（医療費の
額により加算あり）、食事標準負
担額１日780円となります。
�持参する物　健康保険証、老人保
健受給者証
�申請先・問い合わせ　役場住民生
活課医療給付担当（内線125）へ。

老保の医療負担額
減額制度の利用を

広報やまだの15日号が今号から
「お知らせ版」として、新しく生ま
れ変わりました。これからも町内や
県内のさまざまな情報を皆さんにお
伝えしていきますので、広報やまだ
をよろしくお願いします。
�問い合わせ　役場総務課情報管理
担当（内線421）へどうぞ。

広報の15日号が
「お知らせ版」に

まちで出会ったかわいい笑顔

名誉町民故鈴木善幸先生
町民お別れの会行います
�日時　９月11日（土）

午前10時～
�場所　町中央公民館大ホール
�問い合わせ　役場総務課行政
担当（内線413）へどうぞ。

◆町民芸術祭の日程

11月 6～ 7日

10月31日（日）

11月14日（日）

11月28日（日）
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