
町営住宅の入居
者を募集します

町では、町営住宅の入居者を
募集します。
南長林団地（船越）

�戸数　１戸
�間取り　１階…６畳、台所、
水洗トイレ、浴室、洗面所、
物置　２階…６畳×２
�家賃　16,000円～26,600円
山の内団地（船越）

�戸数　１戸
�間取り　１階…６畳、台所、
水洗トイレ、浴室、洗面所、
物置　２階…６畳×２
�家賃　14,600円～24,300円
◆入居資格　次の条件をすべて
満たす人です。�現に住宅に
困っており、原則として同居
する家族がいる（単身者は除
く）�町税を滞納していない
�条例で定める所得（一般世
帯＝月額200,000円以下、高
齢者・障害者世帯など＝268,000
円以下）がある。
◆申込期間　９月19日～22日
※期間内に申し込みがない場合
は、随時受け付けます。
◆申込先・問い合わせ　役場地
域整備課建築住宅担当（内線
251）へどうぞ。

危険物取扱者試験
準備講習会を開催

平成18年度第２回危険物取扱
者試験準備講習会が開かれます。
�期日　９月27日～28日
�時間　午前９時～午後４時
�場所　宮古地区広域行政組合
消防本部（宮古市五月町）
�講習種類　乙種第４類および
丙種（講義の主体は乙種第４
類となります）
�受講料　12,500円（協会会員、
学生は7,500円）
※テキスト代を含みます。
�申込期限　９月26日
�申込先・問い合わせ　宮古地
区危険物安全協会（カメイ株
式会社宮古支店内� 6 2－
3611）へどうぞ。

さわやかウオー
キングに参加を

町教育委員会では、古里の自
然や史跡を訪ね、景観を楽しみ
ながら郷土理解を深める「さわ
やかウオーキング」を開催しま
す。どうぞご参加ください。
�日時　10月18日（水）

午前９時～午後２時
※雨天の場合は中止します。
�集合場所　保健センター前
�内容　関口神社から奥宮まで
のウオーキング（往復約10㌔）
�対象　町民30人（10人に満た
ない場合は中止することがあ
ります）
�持参する物　昼食、おやつ、
飲み物、敷物
※ウオーキングに適した服装で
参加ください。
�参加料　200円
�申込期限　10月10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。

マリンランドフェ
スタを開催します

マリンランドフェスタ「感謝
まつり」が開かれます。
�日時　10月１日（日）

午前９時～午後３時
�場所　陸中海岸青少年の家
�内容　マリンランド杯ウオー
クラリー大会、ネイチャー
ゲーム体験、ニュースポーツ
体験、創作ひろば、もちつき
体験、館内宿泊体験（１泊２
日）、豚汁無料サービス（100
人限定）、食堂・屋台開店など
�参加料　
・ウオークラリー大会…100円
・創作ひろば…100円～400円
・宿泊体験…小学生以下1,080
円、中学生以上1,110円
�申込期限
・ウオークラリー…９月22日
・宿泊体験…９月24日
�申込先・問い合わせ　県立陸
中海岸青少年の家（�84－
3311）へどうぞ。

各種相談あります
お気軽にご利用を

司法書士無料法律相談
�日時　10月１日（日）

午前10時～午後３時
�場所　町中央コミュニティセ
ンター
�内容　不動産・商業登記手続
きの代理、訴訟書類の作成、
簡易裁判所の手続き代理など
※電話による相談「登記110番」
（�019－652－9350）もご利
用ください。
�問い合わせ　岩手県司法書士
会（�019－622－3372）へ。
公証週間公証相談会（無料）

�期間　10月１日～７日
�時間　午前９時～午後４時
�場所　宮古公証役場
�内容　�遺言�金銭の貸借契
約�土地・建物の売買・賃貸
借契約�協議離婚に伴う養育
費・慰謝料の支払い契約�任
意後見契約──などの公正証
書作成に関する相談
�問い合わせ　宮古公証役場
（�63－4431）へどうぞ。
宮古地区法律相談（無料）

�期日　10月５日、12日、19日、
26日
�時間　午前10時～午後３時
�場所　宮古市役所
�申込先　宮古市市民交流室
（�62－2111）
�問い合わせ　岩手弁護士会
（�019－623－5005）へ。

町民ゴルフ大会で
心地よい汗流そう

第９回山田町民ゴルフ大会が
開催されます。個人または４人
１組でお申し込みください。
�日時　10月８日（日）

午前８時～
�場所　宮古カントリークラブ
�参加資格　町内に住所がある
人または町内の事業所に勤務
している人（特に本町に縁の
深い人も参加できます）
�参加料　2,000円（山田町ゴ
ルフ協会会員は1,000円）
�プレー代　メンバー…6,300
円　ビジター…9,800円
※昼食・ワンドリンク付きです。
�表彰　順位賞（１～20位）、
飛び賞、ブービー賞、ベスグ
ロ賞、参加賞（全員）
�申込期限　９月29日
�申込先・問い合わせ　山田町
民ゴルフ大会事務局（役場企
画財政課内・内線433）へ。

町民駅伝大会に
参加しませんか

第22回町民駅伝大会が開催さ
れます。職場の仲間や友人と
チームをつくり、自慢の健脚を
競いませんか。
�日時　10月15日（日）

午前９時半～
�コース　旧マリンパーク山田
駐車場～町道海蔵寺線
�種目　高校生以上一般の部、
中学生の部、小学生の部（い
ずれも男女別。混成の場合は
男子部門の所属とします）
※小学生の部優勝チームは、11
月５日に開催される第24回ス
ポニチ奥州前沢マラソンへ派
遣予定です。
�チーム編成　１チーム６人
（選手５人、補欠１人）
�参加料　１チーム1,000円
�申込期限　９月29日（100チー
ムになり次第締め切ります）
�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。

まちで出会ったかわいい笑顔
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�月の粗大ごみ収集
収 集 日　９月29日
対象地区　山田地区
予 約 先　芳賀清掃社

（�86－2826）
予約期限　９月22日
※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。

�月の納税
国　保　税………第３期

納　期　限……10月２日

口座振替日……９月28日

～忘れずに納付を～

バドミントン教室
基本技能を学ぼう

町教育委員会では、バドミン
トン教室を開催します。
�開催日　９月21日から10月５
日までの毎週火・木曜日（全
５回）
�時間　午後７時～８時半
�場所　山田体育館２階
�内容　ラケットの握り方や振
り方、フットワークなど基本
的な技能
�対象　小学４年生以上の町民
20人
※小学生は保護者同伴とします。
�持参する物　ラケット（持っ
ていない人には貸与します）
�参加料　１回の教室につき
200円
�申込期限　９月20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。

県立宮古高等技術
専門校で学生募集

県立宮古高等技術専門校では、
平成19年度学生を募集します。
�設置科と募集定員
・自動車システム科…15人
・金型技術科…10人
※各募集定員の半数程度を推薦
選考で募集します。
�受験資格　推薦選考…平成19
年３月に高等学校を卒業する
見込みの人で、高等学校長が
推薦した人　一般選考…高等
学校を卒業した人（平成19年
３月卒業見込みを含む）また
はこれと同等以上の学力があ
ると認められた人
�出願期間　
・推薦選考…10月10日～20日
・一般選考…11月16日～30日
�試験日　
・推薦選考…10月27日（金）
・一般選考…12月７日（木）
�願書の請求先・問い合わせ
県立宮古高等技術専門校（〒
027－0037宮古市松山８－29
－３　�62－5606）へどうぞ。

国保の保険証更新
区長を通じて配布

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
保険証は一般用が水色、退職用
が藤色で、今月中に行政区長を
通じて配布されます。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。なお、平成19年
１月の行政区番号の変更に伴
い、再度保険証が更新されるこ
ととなっています。
�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。

小学生ペアでロボ
コンに参加しよう

岩手大学工学部では、第４回
ロボットコンテストの参加者を
募集します。事前に大学生によ
るロボット製作教室を開催しま
すので、どうぞご参加ください。
�開催日　製作教室…10月21日
（土）、22日（日） コンテス
ト…10月29日（日）
※時間はいずれの日も午後１時
から４時までです。
�場所　岩手大学工学部
�対象　県内に住む小学生ペア
で、ロボット製作教室とコン
テストへ確実に参加できる人
�参加費　無料
�申し込み方法　往復はがきに
２人分の住所、氏名、学校名、
学年、電話番号を明記し、９
月30日までに郵送
�申込先・問い合わせ　岩手大
学工学部福祉システム工学科
「岩手大学ロボコン」係（〒
020－8551盛岡市上田４－３
－５　�019－621－6291）へ。

成分献血あります
皆さんのご協力を

成分献血が実施されます。ご
協力いただける方は、９月29日
までにご連絡ください。
�日時　10月４日（水）午前９
時～正午、午後１時～４時
�場所　保健センター前
�連絡先・問い合わせ　役場保
健福祉課健康管理担当（内線
161）へどうぞ。

オータムジャンボ
宝くじ販売します

９月25日からオータムジャン
ボ宝くじが販売されます。この
宝くじの収益金は、市町村の明
るい町づくりや環境対策、高齢
化対策など、地域住民の福祉向
上のために使われます。
�販売期間　９月25日（月）～10
月13日（金）
�抽せん日　10月18日（水）

下水道山田処理区
測量調査と交通規制に協力を

山田地区の下水管渠
きょ

設計に伴う測量調査作業を行い
ます。町から委託を受けた業者が各家庭の敷地内に立
ち入り、排水路などの調査を行いますので、ご協力を
お願いします。
�測量調査区域　下図のとおり
�測量調査期間　10月上旬～来年3月下旬
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
山田地区の下水道工事に伴い、一部区間で交通規制

が行われます。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。
�規制区間　下図のとおり
�規制期間　10月上旬～来年3月下旬
�規制時間　午前8時～午後5時
�規制内容　片側交互通行および全面通行止め

◆問い合わせ 役場地域整備課下水道整備担当（内線
211）へどうぞ。

●測量調査区域と交通規制区間
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