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1１月の粗大ごみ収集
収 集 日 　１１月２９日

対象地区　船越（日向脇～浦

　　　　の浜）、田の浜、大浦

予 約 先 　芳賀清掃社

　　　　　(察８６－２８２６)

予約期限　１１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。

　山田町市街地活性化委員会では、町の中心ににぎ

わいを創出しようと、空き店舗活用事業を開催しま

す。期間中には、空き店舗賃貸情報コーナーやお祭

り写真、百瀬寿作品の展示コーナーなどが設けられ

るほか、期間中限定のクーポン券が発行され、各店

でお得なサービスが受けられます。このほか多彩な

催しを準備していますので、多数ご来場ください。

空き店舗活用事業を開空き店舗活用事業を開催催

多彩な催し盛りだくさん

　新成人を祝い励ます

「平成２０年成人式」が

開催されます。該当す

る方は、昭和６２年４月

２日から６３年４月１

日までに生まれ、本町

に住所がある方です。

ただし、学生や仕事の

都合などで町外に住ん

でいる方でも参加できます。

　町外に住む家族や友人などで参加を希望する方が

ありましたら、１１月２２日までに町中央公民館へご連

絡ください。連絡が遅れると参加者名簿に名前が登

載されない場合がありますので、連絡はお早めにお

願いします。

◆開催日時　平成２０年１月１３日（日）午後１時～

◆開催場所　町中央公民館大ホール

◆問い合わせ　町中央公民館（察８２－３２１２）へどうぞ。

１ 月 1 3 日に開催します

時　間期　日イ　ベ　ン　ト　名

午前１０時
～午後６時

１７日、１８日、
２３日、２４日

フリーマーケット

午前１０時～１７日、１８日大根プレゼント（先着１００人）

午前１０時
～午後５時

１７日
焙茶工房しゃおしゃん（前田千香子主
宰）による中国茶試飲会＆特別販売

午前１１時～１７日特製ひっつみ無料試食（先着１００人）

午前１１時
～午後２時

１８日、２５日
アンパンマンと写真を撮ろう！
（先着２０人に写真入りカレンダーを作成）

午後１時～１８日「いかせんべい」つかみ取り（先着３０人）

午前１０時～２４日お菓子詰め放題（先着５０人）

午前１１時～２４日
ひっつみ汁、甘酒、玉こんにゃく
無料試食（先着１００人）

午前１０時～２５日特製おしるこ無料試食（先着１００人）

午前１０時
～午後３時

２５日
山田建築大工組合包丁研磨チャ
リティー（１本２００円～）

　　　　午前 1 0時～午後７時

◆問い合わせ　山田町市街地活性化委員会（山田町

商工会内察82－2515）へどうぞ。

　第６０回岩手芸術祭巡回美術展

が開催されます。どうぞご来場

ください。

試期日　１１月２７日～２８日

試時間　午前９時～午後４時

試場所　町中央公民館小ホール

試内容　本町の下野美貴子さん

（日本画部門奨励賞）、福士る

み子さん（日本画部門第６０回

記念賞）、村木千年さん（彫刻

部門第６０回記念賞）の作品を

含む同芸術祭美術展の優秀作

品７５点の展示

試問い合わせ　町教育委員会事

務局文化担当（内線６２４）へ。

　第１１回山田町郷土芸能祭が開

催されます。当日は岩手県指定

無形民俗文化財「 春  田  打 」（北上
はる た うち

市江釣子）がゲスト出演。特別

企画として「なつかしのお祭り

写真展」も実施されます。

試日時　１２月２日（日）

　　　　午後１時～

試場所　町中央公民館大ホール

試出演団体　八幡大神楽、境田

虎舞、大川さんさ、第一保育

所虎舞、わかば幼稚園大黒舞、

船越小学校御祝い、山田北小

学校剣舞

試入場券　５００円（当日７００円）

※小学生未満は無料です。

試入場券取扱所　町中央公民館、

出演団体、山田町郷土芸能連

合会構成団体など

試問い合わせ　町教育委員会事

務局文化担当（内線６２４）へ。

岩手芸術祭巡回
美術展に来場を

１２月２日に第１１回
郷土芸能祭を開催

　鯨と海の科学館では、１２月１

日から来年３月３１日までの冬季

期間を休館します。なお、団体

（おおむね２０人以上）でのご利

用がある場合には随時開館しま

すので、３日前までに予約をお

願いします。

試予約先・問い合わせ　町中央

公民館（察８２－３２１２）へ。

鯨と海の科学館
冬季の間休館に

　一昨年に発生した構造計算書

偽装事件により「建築確認・検

査の厳格化」を柱とする建築基

準法などの一部が改正され、６

月２０日から施行されています。

改正に伴い、建築確認に要する

日数が延長され、建物によって

は構造審査のための手数料が新

たに必要になります。建築主の

皆さんは、事前に設計者と綿密

に打ち合わせの上、確認申請を

行ってください。また、設計の

変更を検討する場合は、工事の

スケジュールへの影響について

十分に留意してください。

試問い合わせ　宮古地方振興局

土木部建築指導課（察６４－

２２２１）へどうぞ。

建築確認・検査
手続きが変更に

　防衛省では、中学校卒業者を

対象に自衛隊生徒を募集します。

試募集種目　自衛隊生徒（陸上

自衛隊のみ）

試応募資格　来年４月１日現在

の年齢が１５歳以上１７歳未満

の男子

試試験日　来年１月１２日（土）

試試験会場　申し込み受け付け

時にお知らせします。

試申込期限　来年１月８日

試申込書の請求先・問い合わせ

自衛隊岩手地方協力本部宮古

地域事務所（察６３－３８８１）へ。

防衛省で自衛隊
生徒募集します

と　き　1 1 月 1 7 日 （ 土 ） ～ 2 5 日 （ 日 ）

ところ　 街逢室  ｢ おおきに｣（旧松蔵屋店舗）
まちあいしつ
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　豊間根公民館主催の講演会と

ファッションショーが開催され

ます。お気軽にご来場ください。

試日時　１１月２２日（木）午前１０

時４０分～午後零時半

試場所　豊間根中学校体育館

試内容　講演「夢をあきらめな

いで」、ファッションショー

試講師　村田愛子さん（ファッ

ションデザイナー）

試入場料　無料

試問い合わせ　豊間根公民館

（察８６－２３４５）へどうぞ。

村田愛子さん招き
講演会などを開催

若者対象の就職
サポート相談会

　いわて若者サポートステーショ

ン出前相談会が開催されます。

試日時　１２月１５日（土）

　　　　午後１時～４時半

試場所　宮古市民総合体育館

シーアリーナ大会議室

試対象　就職に関して悩んでい

る１５歳からおおむね３５歳未満

の若者とその保護者など

試内容　諮講演「臨床心理士か

ら見た若年無業者と家族での

対応について」講師・中島淳

子さん（臨床心理士）諮臨床

心理士によるカウンセリング、

相談員による個別相談など

試申込先・問い合わせ　いわて

若者サポートステーション

（岩手県公会堂１６号室察０１９

－６５３－４２１０）へどうぞ。

交通事故に関する
無料相談を実施中

　交通事故でお困りの方を対象

に相談員と弁護士による無料相

談を実施しています。

――相談員無料相談――

試相談日　毎週月曜日～金曜日

（祝日を除く）

試時間　午前９時～正午、午後

１時～５時

――弁護士無料相談――

　前日までに電話で予約の上、

お越しください。

試相談日　毎月第２・第４水曜日

試時間　午後１時～４時

◆相談会場・申込先・問い合わせ

鋤日本損害保険協会盛岡自動

車保険請求相談センター（盛

岡市中央通２－２－５　住友

生命盛岡ビル１０階　察０１９－

６５１－４４９５）へどうぞ。

各種相談あります
お気軽にご利用を

◎特設人権相談

試日時　１２月５日（水）

　　　　午前１０時～午後３時

試場所　町中央コミュニティセ

ンター

試相談内容　親子関係、夫婦関

係、近隣関係、差別、いじめ、

虐待など人権に関する相談

試相談員　人権擁護委員

試問い合わせ　役場住民生活課

住民相談担当（内線１２８）へ。

◎聞こえに関する地域相談会

試日時　１２月５日（水）

　　　　午後１時半～３時半

試場所　宮古地方振興局第２会

議室（宮古市五月町１－２０）

試対象　保護者や保育関係者

試相談内容　聞こえに心配のあ

る乳幼児の養育や補聴器に関

する相談など

試相談員　 聾 学校教員
ろう

試申込期限　１１月３０日

試申込先・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。

◎宮古地区無料法律相談

試期日　１２月６日、１３日、２０日、

２７日

試時間　午前１０時～午後３時

試場所　宮古市役所

試相談内容　多重債務、金銭ト

ラブル、遺産相続、離婚、不

動産問題などに関する相談

試申込先　宮古市市民交流室

　（察６２－２１１１）

試問い合わせ　岩手弁護士会

　（察０１９－６２３－５００５）へどうぞ。

◎夜間エイズ相談・即日検査

試日時　１２月６日（木）

　　　　午後４時～７時

試場所　宮古地区合同庁舎１階

相談室（宮古市五月町１－２０）

試内容　諮医師や保健師による

相談諮感染の心配があってか

ら３カ月以上経過している方

を対象にした血液検査（無料）

※血液検査は匿名で受けられ、

プライバシーは厳守されます。

試問い合わせ　宮古保健所（察

６４－２２１８）へどうぞ。

固 定 資 産 税……（第３期）

国民健康保険税……（第５期）

納 期 限 …………１１月３０日
（口座振替日）

～忘れずに納付を～

１１月分の納税

まちで出会ったかわいい笑顔

　山田町バドミントン協会では、

町民バドミントン大会を開催し

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。

試日時　１２月２日（日）

　　　　午前９時～

試場所　山田中学校体育館

試種目　シングルス、ダブルス

（男女別初級、上級）

試参加料　一人１種目４００円

（中学生は２００円）

試申込期限　１１月２６日

――練習会の日程――

試開催日と場所　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

試時間　午後７時～

◆申込先・問い合わせ　山田町

バドミントン協会事務局（岡

市善敏察８４－３５１６）へどうぞ。

町民バドミントン
大会に参加しよう 食品表示に関する

相談や講座を実施
　東北農政局岩手農政事務所で

は、食品表示の適正化を図るた

め、食品表示１１０番（電話相談）

と出前講座を行っています。ど

うぞご利用ください。

◎食品表示１１０番（電話相談）

試相談電話　０１９－６５４－８８８５

試開設時間　午前８時半～午後

５時（平日のみ開設）

試相談内容　消費期限と賞味期

限の違い、産直で販売すると

きの表示方法、食品表示に関

する疑問など

◎出前講座

　各種団体、町内会などで開催

する食品表示についての研修会

や勉強会に農政事務所職員が出

向いて説明します。講師料など

の経費は一切掛かりません。

試講座のテーマ例　「知ってお

きたい食品の表示」「生鮮食品

の表示はどうするの」「有機栽

培農産物って何」「和牛と国産

牛の違い」など

◆申込先・問い合わせ　東北農

政局岩手農政事務所（察０１９

－６２４－１１２５）へどうぞ。

国の教育ローン
ご利用ください

　国民生活金融公庫では、高

校・短大・大学・専修学校など

への入学資金または在学資金を

融資する「国の教育ローン」を

取り扱っています。どうぞご利

用ください。

試融資額　学生・生徒一人当た

り２００万円以内

試利率　年２.５０％（固定金利）

試返済期間　１０年以内（在学期

間内で元金据え置き可能）

試使途　入学金、授業料、教科

書代、アパートの家賃など

試返済方法　毎月元利均等払い

(ボーナス時増額返済も可能)

試問い合わせ　「国の教育ロー

ン」コールセンター（察０５７０

－００８６５６）へどうぞ。

お詫びと訂正

　広報１１月１日号の１１㌻で紹介

した県中学校駅伝大会の記事中、

佐々木麗華さん（ ２ 年）とある
・

のは（ １ 年）の誤りでした。深
・

くお詫びし訂正致します。


