
各種相談あります
お気軽にご利用を

特設人権相談
�日時　８月23日（水）

午前10時～午後３時
�場所　町中央コミュニティセ
ンター
�問い合わせ　役場住民生活課
住民相談担当（内線128）へ。
交通事故巡回相談

�日時　８月23日（水）
午後１時～５時

�場所　釜石地区合同庁舎
�問い合わせ　県立県民生活セ
ンター（�019－624－2586）へ。
全国一斉「子どもの人権110
番」強化週間
�期間　８月28日～９月３日
�時間　午前８時半～午後６時半
※土日曜日は午前10時～午後５時
�相談電話　0570－070－110
�相談内容　子供をめぐる各種
人権問題、子供本人の悩み事
�問い合わせ　岩手県人権擁護
委員連合会（�019－624－
9859）へどうぞ。

水木流優翠会の
発表会に来場を

日本舞踊「水木流優
ゆう

翠
すい

会」の発
表会「ゆかた会」が開催されます。
古典舞踊と歌謡曲を織り交ぜた
ステージをお楽しみください。
�日時　８月27日（日）

午後２時～
�場所　町中央公民館小ホール
�入場料　無料
�問い合わせ　水木流優翠会
（横田�82－2317）へどうぞ。

患者を救う愛の
献血にご協力を

�日時と場所
�全血献血…８月25日（金）午後
零時半～２時10分〔役場前〕

�成分献血…８月30日（水）午前
９時～正午、午後１時～４時
〔保健センター前〕
�問い合わせ　役場保健福祉課
健康管理担当（161）へどうぞ。

みこし見物と湾内
クルーズに参加を

「海上渡御見物と山田湾内ク
ルーズ」が行われます。
�日時　９月18日（祝）

午前８時半～11時半
�集合場所　山田漁港観光船乗
り場
�内容　観光船から大杉神社神
幸祭のみこしの海上渡御を見
物後、曵

ひ

き船に同行し、山田
湾内を周遊します。
�参加料　高校生以上…2,000
円　５歳～中学生･･･1,500円
（特製お祭り弁当とお茶付き）
※５歳から中学生までは保護者
が同伴してください。
�定員　200人（定員になり次
第締め切ります）
�申込期限　８月31日
�申込先・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 FAX

82－0677 Ｅメール isyamada
@rnac.ne.jp）へどうぞ。

自衛官の採用試験
９月に実施します

�職種と応募資格
�２等陸・海・空士…18歳以上
27歳未満の男子・女子

�曹候補士…18歳以上27歳未満
の男子・女子

�一般曹候補学生…18歳以上24
歳未満の男子・女子

�航空学生…18歳以上21歳未満
の男子・女子
�試験日　�２等陸・海・空士
（男子）…９月19日から22日
までのいずれか１日

�２等陸・海・空士（女子）…
９月25日（月）

�曹候補士・一般曹候補学生…
９月16日（土）

�航空学生…９月23日（土）
�試験会場　申し込み受け付け
時にお知らせします。
�受付期限　９月８日
�申込書の請求先・問い合わせ
自衛隊宮古地域事務所（�
63－3881）へどうぞ。

各種講演会を開催
皆さんのご参加を

水産セミナー（講演）
�日時　８月23日（水）

午後３時半～
�場所　山田湾漁協会議室
�演題　「水産業における消費
者ニーズに対応する商品開発
～差別化した水産物の流通に
ついて～」
�講師　中野勝

かつ

釋
えき

さん（岩手県
産業創造アドバイザー）
�問い合わせ　役場産業振興課
水産振興担当（内線232）へ。
経営に関する講演会

�日時　８月25日（金）
午後１時半～２時半

�場所　町中央コミュニティセ
ンター
�演題　「誰のために、何のた
めに働くか！」
�講師　橋本正成さん（㈲ウイ
ンダーランドファーム代表）
�問い合わせ　町農業委員会事
務局（内線239）へどうぞ。

国民年金の臨時
納付窓口を開設

�日時　８月29日（火）
午前10時半～午後４時

�場所　町中央コミュニティセ
ンター
�対象　無年金者を除く保険料
未納者
�問い合わせ　宮古社会保険事
務所（�62－1963）へどうぞ。

町民芸術祭の出展
作品や参加者募集

町教育委員会では、町民芸術
祭への出展作品や出演者（団体）
を募集します。
�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22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）へどうぞ。
◆町民芸術祭の日程

排尿障害の正しい
知識身に付けよう

排尿障害の早期発見と正しい
知識の普及を目的に、町民公開
講座が開かれます。年をとるに
従い男性は排尿障害、女性は腹
圧性尿失禁で悩む方が多くなり
ます。講座は講演と参加者の悩
みに講師が応じる形で行います
ので、お気軽にご参加ください。
�日時　８月25日（金）

午後１時～２時半
�場所　保健センター
�テーマ　「おしっこのことで
悩まれていませんか？　～中
高年の泌尿器科の病気～」
�講師　後藤康樹さん（後藤泌
尿器科皮膚科医院医師）
�問い合わせ　役場保健福祉課
健康づくり担当（内線166）へ。

まちで出会ったかわいい笑顔

【３】 【２】

�月の粗大ごみ収集
収 集 日　８月29日
対象地区　大沢
予 約 先　芳賀清掃社

（�86－2826）
予約期限　８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
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28日
～忘れずに納付を～

喜寿を祝う会を
９月23日に開催

町では、長い間社会のために
尽くされ、喜寿を迎えられた皆
さまに対して心から感謝と敬意
を表し、「喜寿を祝う会」を開催
します。当日は保育園や婦人会
の皆さんによる楽しい催しも用
意されています。８月中に出欠
を確認するはがきを各地区の民
生児童委員を通じてお届けしま
すので、ぜひご参加ください。
�日時　９月23日（土）

午前11時～
�場所　町中央公民館小ホール
�対象　77歳の方（昭和４年４
月２日から昭和５年４月１日
までに生まれた方）
�問い合わせ　役場保健福祉課
高齢者福祉担当（内線164）へ。

海区の選挙人名簿
登載申請忘れずに

町選挙管理委員会では、平成
18年度岩手海区漁業調整委員会
の選挙人名簿の登載申請を受け
付けます。行政区長が申請用紙
を配布しますので、該当する人
は忘れずに申請してください｡
�選挙権のある人　本町に住所
か事業所がある人（事業主）
で、１年に90日以上漁船を使
用する漁業を営むか従事して
いる人
※年齢は昭和61年12月６日以前
に生まれた人
�申請の期間　９月１日～５日
�提出先　町選挙管理委員会事
務局（役場４階）、役場各支所
�問い合わせ　町選挙管理委員
会事務局（内線411）へどうぞ｡

第19回山田町小学校水泳記録会が８月３日、山田中学
校プールで開かれ、選手たちは水しぶきを上げながら力
強い泳ぎで記録に挑みました。各種目の１位選手（氏
名・学校名）と記録は次のとおりです。

［男子］�50㍍バタフライ５年…昆充（織笠）57秒0
同６年…甲斐谷幸太（山田南）41秒6�50㍍平泳ぎ５年
…中村大和（織笠）56秒8 同６年…大手悠貴（織笠）
49秒9�100㍍平泳ぎ５年…中村大和（織笠）2分6秒7
同６年…吉田翔夢（山田南）1分50秒1�50㍍自由形５
年…阿部俊介（織笠）42秒6 同６年…甲斐谷崚太（山
田南）40秒4�100㍍自由形５年…昆充（織笠）1分42
秒3 同６年…上沢歩（大沢）1分31秒6�50㍍背泳ぎ
５年…上野歩（山田北）58秒4 同６年…吉田翔夢（山
田南）47秒7�100㍍背泳ぎ５年…上野歩（山田北）2分
7秒4 同６年…昆野雄太（織笠）1分59秒8�200㍍個
人メドレー…貫洞暁（山田南）4分3秒7�200㍍メド
レーリレー…山田南Ａ（吉田翔夢、貫洞暁、甲斐谷幸太、
甲斐谷崚太）3分3秒4�200㍍リレー５年…大沢（福士
和、道又諒大、中釜俊、吉田光野）2分57秒7 同６年
…山田南（甲斐谷崚太、貫洞暁、吉田翔夢、甲斐谷幸太）
2分46秒1

［女子］�50㍍バタフライ５年…蛇石菜月（山田南）51
秒4 同６年…石井美月（山田南）41秒9�50㍍平泳ぎ
５年…梶山萌乃（山田南）55秒7 同６年…佐々木純子
（山田南）49秒4�100㍍平泳ぎ５年…中村彩美（大沢）
1分55秒7 同６年…佐々木純子（山田南）1分44秒4�50
㍍自由形５年…中村彩美（大沢）40秒3 同６年…佐藤
美奈子（山田北）34秒9〈大会新〉 �100㍍自由形５
年…澤舘亜也加（船越）1分42秒2 同６年…佐藤美奈子
（山田北）1分19秒9�50㍍背泳ぎ５年…松本愛夏（山田
南）58秒1 同６年…小野Q華子（山田南）44秒8〈大
会新〉 �100㍍背泳ぎ５年…蛇石菜月（山田南）2分2
秒2 同６年…小野Q華子（山田南）1分39秒6�200㍍
個人メドレー…石井美月（山田南）3分39秒1�200㍍メ
ドレーリレー…山田南Ａ（小野Q華子、佐々木純子、石
井美月、湊真優実）2分55秒5〈大会新〉 �200㍍リ
レー５年…大沢（川井睦実、前山藍里、岩浅ももこ、中
村彩美）2分51秒5〈大会新〉 同６年…山田南（石井
美月、湊真優実、佐々木純子、小野Q華子）2分38秒1
※女子メドレーリレーの第一泳者（50㍍背泳ぎ６年）２人に
大会新記録が出ました。�小野∂華子（山田南）44秒6�
福士成佳（大沢）45秒0

ご存じですか？

国民健康保険に加入している方が入院したときには、
診療や薬などにかかる費用とは別に下記の標準負担額
（食事代）が自己負担となり、残りの額を国民健康保険
が負担しています。この自己負担額は、国民健康保険に
加入している世帯全員が町民税を課税されていない方の
場合、申請すれば安くすることができます。
入院が決まって申請をする場合は、国民健康保険の保

険証と印鑑を持って役場住民生活課（１階の３番窓口）
にお越しください。認定された方には、「国民健康保険
標準負担額減額認定証」（70歳未満）または「国民健康
保険限度額適用・標準負担額減額認定証」（70歳以上）
を交付します。

そのほか、国民健康保険に加入している方が、長期入
院や手術などで医療費が高額となって支払いにお困りの
場合は、高額療養資金貸付制度や高額療養費受領委任払
い制度などもありますので、お気軽にご相談ください。
◆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。

260円

210円

160円

100円

一般（下記以外の方）

町民税非
課税世帯

90日までの入院

過去12カ月で90日を超える入院

70歳以上で所得が一定の基準未満の方

�入院時食事代の標準負担額（１食当たり）

女子の４種目で大会新
町小学校水泳記録会
第19回
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内　　容 期　　日
11月 3 日～4日
10月29日（日）
11月12日（日）
11月26日（日）

民 謡 の 部
ピアノ・器楽の部
合 唱 の 部

展 示 部 門
舞
台
部
門


