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�月の町長面談日
�日時　２月10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。

行政相談あります
�日時　２月16日（木）

午前10時～正午
�場所　町中央コミセン
※行政について納得できない
ことなどご相談ください。

豊小創立130周年
記念誌を発売中

豊間根小学校では、同校創立
130周年記念誌を販売しています。
思い出が詰まった一冊をいかが
ですか。
�販売金額　一冊4,500円
�内容　歴代校舎の写真、100
周年記念誌復刻版、130周年
史表、卒業生名簿など
�販売冊数　100冊（なくなり次
第終了となります）
�申込先・問い合わせ　豊間根
小学校（�86－2412）へ。

各種融資制度を
ご利用ください

岩手県市町村医師養成事業
県では、岩手県市町村医師養

成事業により修学資金の貸し付
けを受ける医学生を募集します。
�募集人数　10人
�応募資格　将来県内の県立病
院か市町村立病院の医師とし
て業務に従事する意思がある
人で、本年４月現在大学の医
学部に在籍している人
�貸付額　月額20万円　入学一
時金760万円（私立大学医学
部入学者のみ）
�募集期間　３月１日～31日
�応募先・問い合わせ　岩手県
国民健康保険団体連合会（�
019－623－4324）へ。
国の教育ローン
国民生活金融公庫では、高校

や大学などへの入学資金、在学
資金を援助する「国の教育ロー
ン」を取り扱っています。
�融資額　学生、生徒一人当た
り200万円以内
�利率　年1.55％
�返済期間　10年以内（在学期
間内は元金据え置き可能）
�使途　入学金、授業料、教科
書代、アパートの敷金など
�返済方法　毎月元利均等払い
（ボーナス時増額返済も可能）
�問い合わせ　国民生活金融公
庫盛岡支店（�019－623－
4376）へどうぞ。

家庭看護法介助員
講習会開かれます

赤十字家庭看護法介助員養成
講習会が開かれます。
�期間　２月17日～19日
�場所　町保健センター
�時間　午前９時～午後５時
�内容　家庭での病人の世話の
仕方や病気予防法など日常生
活に役立つ知識と技術の習得
�定員　20人（定員になり次第
締め切ります）
�申込期限　２月10日
�問い合わせ　山田町社会福祉
協議会基幹型在宅介護支援セ
ンター（�82－5670）へどうぞ。

宮古でまちづくり
フォーラムを開催

「宮古地域ひとにやさしいま
ちづくりフォーラム」が開かれ
ます。どうぞご来場ください。
�日時　２月18日（土）

午後１時～４時40分
�場所　シートピアなあど
�内容　講演「トイレとユニ
バーサルデザイン」講師：小
林純子さん（設計事務所ゴン
ドラ代表）、パネルディス
カッションなど
�問い合わせ　宮古地方振興局
保健福祉環境部企画管理課
（�64－2218）へどうぞ。

15日にいわて就職
ガイダンスを開催

いわて就職ガイダンスが開か
れます。県内での就職を希望す
る方はどうぞご参加ください。
�日時　２月15日（水）

午後１時～５時
�場所　産業文化センターアピ
オ（滝沢村）
�対象　来年３月卒業予定の大
学、短大、高専などの学生
�内容　参加企業による会社説
明会、就職相談など
�問い合わせ　財団法人ふるさ
といわて定住財団（�019－
653－8976）へどうぞ。

和菓子やチョコ
作り挑戦しよう

陸中海岸青少年の家では、「わ
くわくサタデー⑧バレンタイ
ン＆ひな祭り」を開催します。
�期日　２月11日（土）
�コースと時間　Ａコース（ひ
な祭り和菓子作り）…午前９
時半～午後零時半　Ｂコース
（バレンタインチョコ作り）…
午前９時～11時半
�場所　Ａコース…大槌町中央
公民館　Ｂコース…県立陸中
海岸青少年の家
�対象　幼児、小学生とその家
族30人（小学３年生以下は保
護者同伴とします）
�参加料　各コースとも500円
（材料代）
�申込期限　２月７日
�申込先・問い合わせ　陸中海
岸青少年の家（�84－3311）へ。

申告書の書き方
講習会に参加を

山田町商工会では、町内商工
業者を対象に「消費税の申告書
の書き方」講習会を開催します。
�期日　２月９日（木）
�時間　本則課税の方…午後３
時～４時半　簡易課税の方…
午後６時半～８時
※本則課税、簡易課税について
分からない場合は宮古税務署
にお問い合わせください。
�場所　山田町商工会館
�内容　消費税の確定申告書の
作成指導（事前の準備から申
告の仕方まで分かりやすく説
明します）
�申込期限　２月７日
�申込先・問い合わせ　山田町
商工会（�82－2515）へどうぞ。

排水設備指定店の
申請はお忘れなく

町では、下水道の排水設備工
事指定店の申請を受け付けます。
新たに登録を希望する事業所は、
受付期間内に申請してください。
※既に指定を受けている事業所
は、申請の必要はありません。
�受付期間　２月１日～28日
�申請書類　新規指定申請書、
責任技術者の登録証の写し、
過去３年分の工事経歴書など
�申請先・問い合わせ　役場地
域整備課下水道業務担当（内
線212）へどうぞ。

障害者の生活支援
巡回相談行います

障害者生活支援巡回相談が行
われます。障害がある方で仕事
を探している方や、日常生活で
困っている方の相談に応じます。
�日時　２月15日（水）

午後１時半～３時半
�場所　町保健センター
�申込先・問い合わせ　役場保
健福祉課厚生援護担当（内線
132）へどうぞ。

保安林の伐採など
知事の許可が必要

森林は災害の発生を防止した
り水を蓄えたりと、わたしたち
の暮らしを守っています。国や
県では、重要な働きをしている
森林を保安林に指定しています。
指定された区域で立木の伐採

や作業道などを作る場合には、
県知事の許可が必要になります。
�問い合わせ　宮古地方振興局
林務部保安林担当（�64－
2215）へどうぞ。

まちで出会ったかわいい笑顔 町で非常勤職員
一般公募します

非常勤職員を一般公募します。
町税嘱託徴収員

�募集人数　２人
�担当地区　大沢地区、織笠地
区各１人
�応募資格　町内に住所があり、
暴力団員または暴力行為など
の反社会的行為を過去に行っ
たことがない人
�報酬　基本給（月額45,000円）
と能率給（徴収した税額の100
分の６、徴収件数１件につき
150円）
�任用期間　４月１日～来年３
月31日（週３日勤務）
町民グランド管理人

�募集人数　１人
�勤務場所　町民グランド
�応募資格　昭和11年４月２日
以降に生まれ、健康な町民
�報酬　月額85,000円
�任用期間　４月１日～来年３
月31日（休日、夜間勤務あり）
◆応募期限　２月14日
◆応募方法　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の上、
役場総務課に提出
◆問い合わせ　役場税務会計課
収納担当（内線115）、町教育委
員会事務局社会体育担当（内
線625）へどうぞ。

新病院のテナント
募集説明会を開催

県立山田病院では、移転開業
する新病院へのテナント（売店、
コインランドリー、自動販売機
など）を募集します。次のとお
り募集説明会を行いますので、
テナント営業を希望する方はご
出席ください。
�日時　２月16日（木）

午後２時～３時
�場所　山田病院会議室
�内容　募集の概要、選定方法
など
�問い合わせ　県立山田病院事
務局（小林局長�82－2111）へ。
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若者を対象に社交
ダンス講習会開催

社交ダンスサークル「ピボッ
ト」では、社交ダンス講習会を
開催します。興味がある方は、
お気軽にお越しください。
�期日と場所　２月10日、17日
…町中央公民館小ホール　
２月21日、28日…町中央コ
ミュニティセンター
�時間　午後７時～９時
�対象　20代～30代の方
�種目　ジルバ、サンバ
※動きやすい服装でご参加くだ
さい。
�問い合わせ　ピボット（福士
敏郎�82－2801）へどうぞ。

中央公民館の利用
受け付け始めます

平成18年４月以降の中央公民
館の利用受け付けを開始します。
利用を予定している個人または
団体の方は、中央公民館へ申請
書を提出してください。
�受付開始日　２月10日
�申込先・問い合わせ　中央公
民館（�82－3212）へどうぞ。

県立杜陵高校で
生徒募集します

県立杜陵高校では、通信制宮
古分室の生徒を募集します。通
信制は、自宅での学習と月２、
３回の面接で高校を卒業でき、
文化祭、運動会、修学旅行など
の特別活動もあります。
�応募資格　一般入学…中学校
を卒業した人（見込みを含む）
編入学…他の高校を中途退学
した人　転入学…他の高校に
在学中の人
�願書受付期間　３月１日～31
日正午必着（転入学は３月24
日まで）
�願書の請求先・問い合わせ
県立杜陵高等学校通信制宮古
分室（〒027－0052宮古市宮町
２－１－１県立宮古高等学校
内�63－7428）へどうぞ。

山田町商工会で
臨時職員を募集

山田町商工会では、期限付き
臨時職員を募集します。
�募集人数　１人
�応募資格　通勤可能な人で、
イベント運営に興味がある人
（パソコン操作ができる方）
�任用期間　２月13日～来年３
月31日
�申込方法　履歴書に必要事項
を記入し、提出してください。
�申込期限　２月９日
�面接日　２月10日
�申込先・問い合わせ　山田町
商工会（�82－2515）へ。

第30回山田町民号
皆さんのご参加を

北海道函館市の「湯の川温泉」
を目的地に、第30回山田町民号
を運行します。宴会列車で行く
一泊二日の旅に参加しませんか。
�宿泊先　湯の川温泉（北海道
函館市）・ホテル平成館しお
さい亭
�期日　２月25日～26日
�旅行代金　33,000円
�募集定員　90人（定員になり
次第締め切ります）
�申込先・問い合わせ　ＪＲ陸
中山田駅（�82－2138）へ。

内装の張り替え
講習会行います

山田町シルバー人材センター
では、内装張り替えなどの講習
会を行います。受講は無料です。
�期日と内容　ふすま、障子張
り替え講習…２月22日～３月
７日　クロス張り替え講習…
３月８日～21日（ともに平日
のみの開催となります）
�時間　午前９時～午後３時
�場所　山田町シルバー人材セ
ンター作業所
�定員　各コース10人
�申込先・問い合わせ　２月10
日までに山田町シルバー人材
センター（�82－3381）へ。

�町ジュニア海外使節団がオラ
ンダを訪問したのは本年度で
何回目？
�９回　�10回　�11回

�平成18年町成人式の参加者数
は何人？
�189人　�289人　�389人

�宮古法人会と同法人会山田支
部から寄贈された自動体外式
除細動器。その略称をアル
ファベット３文字で書くと？
�ＡＥＤ
�ＢＥＤ
�ＡＢＳ

�今号の「一歳になりました」に
登場している赤ちゃん16人の
うち、女の子は何人？
�９人　�10人　�11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】 ２月20日（当日消
印有効）
☆前回の正解は、①－Ａ、②－
Ｃ、③－Ａ、④－Ｂでした。応
募者数35通で33人が正解、抽選
の結果次の10人が当せんしまし
た。
北浜町＝上林琉威（２） 船

越＝川原幸彦（68） 織笠＝福士
正子（66）、阿部茜（16）、�野奈々
（13）、鈴木光子（72） 大沢＝鈴
木理紗（17） 豊間根＝芳賀禎一
（61）、佐々木道行（34） 石峠＝
佐々木正太（14） 〈敬称略〉


