
【１４】

町民バドミントン
大会の参加者募集

町民バドミントン大会が開催
されます。なお、練習会も行っ
ていますので、お気軽にご参加
ください。
�日時　11月26日（日）

午前９時～
�場所　山田中学校体育館
�種目　シングルス、ダブルス

（男女別初級、上級）
�参加料　一人１種目400円

（中学生は200円）
�申込期限　11月21日

――練習会の日程――
�開催日と場所　毎週木・土曜
日…山田体育館　毎週火・金
曜日…健康増進センター
�時間　午後７時～
◆申込先・問い合わせ　町バド
ミントン協会事務局（岡市善
敏�84－3516）へどうぞ。

里親制度について
ご存じでしょうか

里親とは、親の病気や離婚な
どさまざまな事情によって、温
かい家庭のぬくもりを求めてい
るお子さんを自分の家庭に迎え
入れ、実親に代わって愛情と真
心を込めて養育してくださる方
のことです。
里親には短期里親（一時的に

養育）、養育里親（１年以上の
長期にわたり養育）、専門里親
（虐待を受けた児童を一定条件
の中で養育）、親族里親（３親
等以内の親族により一定条件の
もとで養育）の４種類あります。
里親になるには、特別な資格

は必要ありませんが、子供が大
好きであることや健康的で明る
い家庭であることなどの要件を
満たす必要があります。里親に
なることを希望する方は、児童
相談所から詳しい説明をお聞き
の上、申し込みください。
�申込先・問い合わせ　宮古児
童相談所（�62－4059）また
は役場保健福祉課地域福祉担
当（内線133）へどうぞ。

町の臨時職員を
一般公募します

町では、期限付臨時職員を募
集します。申し込みを希望する
方は役場住民生活課または役場
支所に備え付けの履歴書に必要
事項を記入し、申し込んでくだ
さい。選考方法は書類審査（履
歴書）と面接です。
臨時校務員

�募集人数　１人
�応募資格　町内に住所があり、
普通自動車免許のある人
�勤務場所　山田中学校
�賃金　日額5,400円
�任用期間　12月１日～来年３
月31日
※必要がある場合は、最大８カ
月まで期間が更新されます。
�申込期限　11月13日
�申込先　役場総務課
�問い合わせ　町教育委員会事
務局総務担当（内線333）へ。
地域包括支援センター臨時職員

�募集人数　１人
�応募資格　町内に住所があり、
介護支援専門員または看護師
の資格がある人
�勤務場所　地域包括支援セン
ター（役場保健福祉課内）
�賃金　日額7,300円
�任用期間　12月１日～来年３
月31日
�申込期限　11月13日
�申込先　役場総務課
�問い合わせ　地域包括支援セ
ンター（役場保健福祉課内�
82－3136）へどうぞ。

全血献血あります
皆さんのご協力を

�期日　11月７日（火）
�時間と場所
・午前10時～11時…㈱ユーメリ
アファクトリーパーク前
・午後零時半～２時10分…ＪＲ
陸中山田駅前
・午後３時～４時半…和田工業
㈱前
�問い合わせ　役場保健福祉課
健康管理担当（内線161）へ。

心肺停止状態に陥った患者に対して行う応急手当であ
る心肺蘇

そ

生
せい

法が一部変わりました。主な変更内容は人工
呼吸と心臓マッサージの割合、ＡＥＤ（自動体外式除細
動器）の使用方法などです。今回の変更はこれまでの方
法を否定するものではなく、より民間レベルでの救命救
急効果を高めるのが目的です。
山田消防署では、救急講習の受講者を随時受け付けて

います。職場、団体、個人にかかわらず受講できますの
で、希望する方は山田消防署へお申し込みください。

盛岡市のつなぎ温泉にある健康管理施設「ひまわり荘」
は、国民健康保険に加入している方々が健康の回復や休
養のため利用できる施設です。
２泊以上の長期療養をご希望の方は、事前に役場住民

生活課（１階３番窓口）にお申し込みいただけば、半額
を山田町の国民健康保険が助成して、半額で宿泊できる
利用券を発行します。申し込みの際は、国民健康保険の
保険証と印鑑をお持ちください。
【ひまわり荘とは】
◆料金 １泊（３食付き）5,460円
※利用券を提出すると半額の2,730円になります。
◆利用時間 入室は午後２時からで、帰りの日は午後１
時まで
◆その他 �ひまわり荘には保健師がおり、健康づくり
のお手伝いをしています�原則として相部屋となりま
す�年末年始は別料金となります。
◆申込先・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。

山田消防署で救急講習を実施

11月９日は「119番の日」です。一刻を争う119番通報
では�火事か救急か�場所は�火事、事故などの状況は
�あなたの氏名と電話番号――を落ち着いて正確に伝え
ましょう。
なお、本町から携帯電話で119番通報をすると宮古消

防署につながりますので、発生場所はより詳しく伝え、
通報後は消防署から問い合わせをすることがありますの
で、携帯電話の電源は切らずに現場近くの安全な場所で
待機するようお願いします。

◆申込先・問い合わせ 山田消防署（�82－3139）へ。

通報は落ち着いて正確に

国保加入者は利用券で半額に

まちで出会ったかわいい笑顔
各種相談あります
お気軽にご利用を

◎全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間
�期間　11月13日～19日
�時間　平日…午前８時半～午
後７時半　土・日曜日…午前
10時～午後５時
�内容　夫・パートナーからの
暴力、職場でのセクシャルハ
ラスメント、ストーカー行為
など女性をめぐる各種相談
�相談電話　�0570－070－810
�相談員　人権擁護委員、法務
局職員
�問い合わせ　盛岡地方法務局
（�019－624－9859）へどうぞ。
◎行政相談
�日時　11月16日（木）

午前10時～正午
�内容　国や県、市町村の仕事
で納得いかないことなど行政
全般の相談
�場所　町中央コミュニティセ
ンター
�相談員　行政相談委員
�問い合わせ　役場住民生活課
住民相談担当（内線128）へ。

航空自衛隊の野外
行動訓練に理解を

日本全域とその周辺を対象に
した平成18年度航空自衛隊航空
総隊総合訓練に伴い、山田分屯
基地では航空機の遭難を想定し
た野外行動訓練を実施します。
訓練車両の通行や隊員の山林へ
の立ち入りなどがありますので、
ご理解をお願いします。
�期日　11月８日（水）
�場所　船越半島周辺
�問い合わせ　役場総務課防災
担当（内線440）へどうぞ。

【１５】

各種講演会を開催
皆さんのご来場を

◎裁判員制度に関する講演会
山田町婦人団体協議会では、

平成21年度にスタートする裁判
員制度について理解を深めるた
め、講演会を開催します。どな
たでも参加できますので、どう
ぞお越しください。
�日時　11月18日（土）

午後２時～４時
�場所　町中央公民館小ホール
�問い合わせ　町教育委員会事
務局社会教育担当（内線622）へ。
◎心の健康講演会
町では、心の健康講演会を開

催します。睡眠に関する正しい
知識と睡眠障害への対処法を学
び、心身の健康づくりに役立て
ませんか。
�日時　11月22日（水）

午後１時半～３時
�場所　保健センター
�演題　「睡眠のことで悩んで
いませんか＝睡眠と健康＝」
�講師　智田文徳さん（精神科
医師、社会福祉法人「盛岡い
のちの電話」理事）
�申込期限　11月17日
※睡眠と健康について質問など
がある方は、申し込みの際に
お知らせください。
�申込先・問い合わせ　役場保
健福祉課健康づくり担当（内
線166）へどうぞ。

農林水産業者を
資金面から支援

県では、農林水産業に携わる
皆さんの経済活動を資金面から
支援するため、事業拡大に必要
な設備資金や運転資金を低利ま
たは無利子で融通する制度を設
けています。制度の種類や内容
など、詳しくは県農林水産部団
体指導課または最寄りの地方振
興局、農協、漁協、森林組合な
どへお問い合わせください。
�問い合わせ　県農林水産部団
体指導課（�019－629－5699）
へどうぞ。

18日に社交ダンス
パーティーを開催

社交ダンスサークル「ピボッ
ト」では、社交ダンスパー
ティーを開催します。
�日時　11月18日（土）

午後６時～８時半
�場所　町中央公民館小ホール
�参加費　1,000円
――サークル活動を公開――
ピボットではサークル活動を

公開します。興味のある方はお
気軽にお越しください。
�期日と場所
・11月７日…町中央コミュニ
ティセンター
・11月10日、14日、24日…町中
央公民館小ホール
�時間　午後７時～９時
◆問い合わせ　ピボット（福士
敏郎�82－2801）へどうぞ。

森林伐採の際には
届け出が必要です

森林所有者または伐採業者が
立木を伐採する場合には、伐採
届けを市町村などに提出しなけ
ればなりません。事前に届け出
する場合と事後に届け出する場
合がありますので、おおむね伐
採する２カ月前に市町村などを
確認しましょう。また、森林の
伐採に当たっては伐採による災
害が発生しないように対策を講
じるとともに、短期間で森林が
再生できるようにするなど環境
保全に十分配慮しましょう。
――林地開発許可制度――
民有林で１㌶を超える森林の

開発を行おうとするときには、
知事の許可が必要です。これは
森林の無秩序な開発により大切
な森林の働きが損なわれるのを
防ぎ、わたしたちの生活環境を
守るための制度です。許可申請
などについて詳しくは下記へお
問い合わせください。
◆問い合わせ　役場産業振興課
林業担当（内線238）または
宮古地方振興局林務部森林保
全課（�64－2215）へどうぞ。

��月の町長面談日
�日時　11月17日（金）

午前10時～正午
�場所　役場４階特別応接室
※面談希望の人は役場総務課
内線413へご連絡ください。

�10月16日から21日まで本町を
訪れたオランダ王国ザイスト
市のＣＬＺ校訪問団は全員で
何人？
�８人　�９人　�10人

�第32回日本盆栽作風展で大町
功さんが受賞した賞は？
�法務大臣表彰
�総務大臣表彰
�内閣総理大臣賞

�町政に理解を深めてもらおう
と、町職員が各所に出向いて
説明などを行う講座は？
�まちづくりお出掛け講座
�まちづくり出前講座
�まちづくり出張講座

�今号の「１歳になりました」
に登場している赤ちゃん７人
のうち、女の子は何人？
�３人　�４人　�５人

【応募方法】 はがきに①クイ
ズの答え②住所③氏名④年齢を
明記の上、応募ください。
【応募先】 〒028－1392（住所
記載不要）山田町役場広報クイ
ズ係
【締め切り】 11月20日（当日消
印有効）
☆前回の正解は①－Ａ、②－Ｂ、
③－Ｃ、④－Ｂでした。応募者
数18通で全員が正解、抽選の結
果次の10人が当せんしました。
北浜町＝伊藤真由（７） 後楽
町＝松山福治（60） 長崎＝小林
祐真（９）、伊藤亜紀子（15） 飯
岡＝佐々木智子（？） 田の浜＝
佐々木節男（65） 大浦＝佐藤瑞
姫（７） 織笠＝小林江理子（34）
大沢＝佐々木マセ（77） 荒川＝
佐藤渉（３） 〈敬称略〉


