
　宮古税務署では、１１月１日から国税に関する相談を

「電話相談センター」でお答えしています。どうぞご利用

ください。面接相談を希望する方は、あらかじめ税務署

に面接相談の日時を予約し、関係書類を持参の上、ご相

談ください。また、国税について不明な点があれば、い

つでも手軽に情報を入手できる国税庁ホームページ

（http：//www.nta.go.jp/）もご活用ください。

高高　電話相談センター（察６２－１９２１）　高高

電話相談センターの利用を

年末調整説明会を開催
　宮古税務署では、年末調整説明会を開催します。平成

１９年分の年末調整の仕方や法定調書・給与支払報告書の

提出方法などについて説明しますので、税務署から送付

された年末調整関係書類をご持参の上、お越しください。

◆日時　１１月２１日（水）午後２時～４時

◆場所　宮古市民文化会館大ホール

税を考える週間
　１１月１１日から１７日までは「税を考える週間」です。今

年のテーマは「少子・高齢社会を支える税」。この機会に

税金の仕組みや使い道について考えてみませんか。

岩手県最低賃金
１０月２８日に改定

　岩手県最低賃金が１０月２８日

に改定されました。

試岩手県最低賃金　時間額６１９円

試発効日　１０月２８日

試問い合わせ　岩手労働局（察

　０１９－６０４－３００８）へどうぞ。

町の期限付臨時
職員を一般公募

　町では、期限付臨時職員を募

集します。選考方法は書類審査

（履歴書）と面接です。

試職種　一般事務補助

試勤務場所と募集人数

・住民生活課…１人

・税務会計課…１人

試応募資格　町内に住所があり、

　パソコン操作のできる人

試賃金　日額５,４００円

試任用期間　１２月１日～来年３

月３１日

※住民生活課については、必要

に応じて最大１２カ月まで期間

が更新されます。

試申し込み方法　役場住民生活

課または各支所に備え付けの

履歴書に必要事項を記入し、

総務課へ提出してください。

試申込期限　１１月１４日

試問い合わせ　役場住民生活課

住民記録担当（内線１２３）、税

務会計課町民税担当（内線

１１１）へどうぞ。

普通救命講習会を
山田消防署で開催

　山田消防署では、救急車が到

着するまでの応急手当て法を学

ぶ普通救命講習会を開催します。

試日時　第１回…１１月２５日（日）

午前９時～正午

　第２回…１１月２６日（月）午後

　６時半～９時半

試場所　山田消防署

試内容　心肺蘇生法、ＡＥＤ（自

動体外式除細動器）の取り扱

い、止血法など

※実技がありますので、動きや

すい服装でお越しください。

試対象　町内在住者または町内

に勤務する人

試定員　各回とも３０人

試受講料　無料

試申込期限　１１月１８日

試申込先・問い合わせ　山田消

　防署（察８２－３１３９）へどうぞ。

心の健康講演会
お気軽に参加を

　本人は苦しんでいるのに周囲

の人にはなかなか理解されない

申うつ病疹について学ぶ「心の

健康講演会」が開催されます。

試日時　１１月１６日（金）

　　　　午後１時半～３時半

※受け付けは午後１時からです。

試場所　町中央公民館小ホール

試演題　「うつ病の理解と予防

～早期発見のポイントと上手

な接し方～」

試講師　智田文徳さん（社会福

祉法人盛岡いのちの電話理事）

試申込期限　１１月１４日

※講師にお聞きしたいことがあ

る場合は、申し込みの際にお

知らせください。

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１６５）へどうぞ。

宮古税務署からのご案内
◆問い合わせ　宮古税務署（察62－4611）へ。

県立宮古高等技術
専門校で学生募集

試設置科と募集定員

・自動車システム科…１５人

・金型技術科…１０人

試受験資格　高等学校を卒業し

た人（平成２０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

試出願期間　１１月１９日～３０日

試試験日　１２月７日（金）

試願書の請求先・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　察６２－５６０６）へ。

11月の町長面談日
試日時　11月８日（木）

　　　　午前１０時～正午

試場所　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。

試期日　１１月８日（木）

試時間と場所　

　午前９時～１０時…役場前　

　午前１１時～正午…道の駅やまだ

　午後１時半～４時半…山田高校

試問い合わせ　役場保健福祉課

健康管理担当（内線１６１）へ。

全血献血あります
皆さんのご協力を

国土調査成果の
登記事務が完了

　平成１７年度に着手した船越第

１６地割の国土調査の成果につい

て、このたび登記事務が完了し

ました。地籍図など測量成果が

必要な方は、お問い合わせくだ

さい。

試問い合わせ　役場企画財政課

国土調査担当（内線４３６）へ。

山田町長杯キッズ
サッカー大会開催

試日時　１１月２５日（日）

　　　　午前９時～

試場所　町総合運動公園サッ

カー場

試チーム編成

・Ｕ－８…小学２年生以下の子

供５人以上で編成

・Ｕ－１０…小学４年生以下の子

供５人以上で編成　

※４人以下でも参加できますの

で、ご相談ください。

試参加料　一人１００円

試申込期限　１１月９日

試申込先・問い合わせ　山田

サッカー協会事務局（町水道

事業所内・道又察８２－３１１１内

線２２３）へどうぞ。

【１８】

11月11日
     ～17日

まちで出会ったかわいい笑顔

【１９】

各種相談あります
お気軽にご利用を

◎女性の人権ホットライン

試期間　１１月１２日～１８日

試時間　平日…午前８時半～午

後７時　土・日曜日…午前１０

時～午後５時

試相談内容　暴力、セクハラ、

ストーカー行為など女性をめ

ぐる各種人権相談

試相談員　人権擁護委員など

試電話番号　０５７０－０７０－８１０

試問い合わせ　岩手県人権擁護

委員連合会（盛岡地方法務局

内察０１９－６２４－９８５９）へ。

◎高齢者・障害者なんでも１１０番

試日時　１１月１４日（水）

　　　　午後１時～５時

試面接相談場所　いわて県民情

報交流センター（アイーナ）

試電話相談番号　０１９－６５２－９８２０

試相談内容　高齢者や障害者の

法律・医療・介護・福祉サー

ビスなどに関する相談

試相談員　精神科医、弁護士など

試問い合わせ　岩手弁護士会高

齢者障害者支援センター（渡

辺・山﨑法律事務所察０１９－

６０４－６３２１）へどうぞ。

◎行政相談

試日時　１１月２２日（木）

　　　　午前１０時～正午

試場所　町中央コミュニティセ

ンター

試相談内容　国や県、市町村の

仕事で納得できないことなど

行政全般の相談

試相談員　行政相談委員

試問い合わせ　役場住民生活課

住民相談担当（内線１２８）へ。

◎療育巡回相談

試日時　１２月４日（火）

　　　　午前１０時～午後３時

試場所　保健センター

試相談内容　言葉の遅れや知的

発達の遅れなど、お子さんの

発達障害に関する相談

試相談員　県立療育センター職員

試申込期限　１１月２０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。

●１ 10月21日に「とどろき祭り」

で轟木小学校と白石老人クラ

ブが合同で演じた劇は？

　佳とどろきの90年史

　加とどろきの99年史

　可とどろきの100年史

●２ 10月１日に開始された気象

庁の情報システムは緊急○○

速報？

　佳火災　加津波　可地震

●３ 10月２日に開かれた町民体

育祭で優勝した地区は？

　佳豊間根　加轟木　可荒川

●４ 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、男の子は何人？

　佳４人　加５人　可６人

【応募方法】　はがきに陰クイズ

の答え隠住所韻氏名吋年齢を明

記の上、応募ください。全問正

解者の中から抽選で１０人に５００

円の図書カードをプレゼント。

応募は一人１通です。

【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－B、②－Ｃ、

③－Ｃ、④－Aでした。応募者

数は２１人で全員正解。抽選の結

果次の１０人が当せんしました。

山田＝奥村亮人（１０）、湊亜紀子

（１２）　船越＝大久保結衣（１２）、

黒沼吉雄（？）、冨山百恵（？）、

佐々木冴子（１１）　大浦＝山崎竜

輔（８）　大沢＝大町テイ子（？）

豊間根＝佐々木寿理（７）　神奈

川県川崎市＝外木久（２６）

<敬称略>

秋の全国火災予防
運動を展開します

　「火は見てる あなたが離れる 

その時を」を統一スローガンに

１１月９日から１５日まで秋の全

国火災予防運動が展開されます。

　火災予防パレードを実施

試日時　１１月１１日（日）午前１０

時５５分日本生命前出発

試場所　国道４５号（中央町）

試問い合わせ　山田消防署（察

８２－３１３９）へどうぞ。

「１１９番通報」は
落ち着いて正確に

山ぶどうを使った
料理を出品しよう

山田ジュニア陸上
教室に参加しよう

　本年度後期の山田ジュニア陸

上教室が開講されます。参加希

望の方は、直接会場へお越しく

ださい。

試開催日　１１月１０日、１７日、２４

日（いずれも土曜日）

※１２月以降の日程は後日お知ら

せします。

試時間　午前９時半～１１時

試場所　山田南小学校体育館

試対象　町内の小学生

試持参する物　タオル、飲み物、

室内用シューズ

※本年度初めて参加する人は、

保険料５００円が必要です。

試問い合わせ　山田ジュニア陸

上教室事務局（高橋察０９０－

７３３４－１８９９）へどうぞ。

　ミャンマー難民の子供たちへ

文具を贈るためのチャリティー

バザーが開催されます。

試日時　１１月４日（日）

　　　　午前９時～１１時

試場所　町中央公民館前

試出品物　食器、雑貨、衣類など

試問い合わせ　ガールスカウト

岩手県第２８団（菅原察８２－

２４５１）へどうぞ。

１１月４日にチャリ
ティーバザー開催

秋のわくわく祭
花まりんで開催

試日時　１１月１１日（日）

　　　　午前９時～午後２時

試場所　花まりん（船越公園内）

試内容　花苗、苗木、野菜、園

芸品などの販売、フリーマー

ケットなど

※フリーマーケットの出店希望

者は、１１月１０日までにお申し

込みください。

・区画　１区画３㍍×２㍍

・出店料　５００円

試申込先・問い合わせ　花まり

ん（松崎察０９０－１３９８－５５５１）

ヘどうぞ。

　宮古農業改良普及センターで

は、宮古地方「山ぶどう」果実

活用コンクールを開催します。

あなたも山ぶどうの果実を使っ

たアイデア料理を出品してみま

せんか。なお、原料の山ぶどう

が必要な方には、先着４０人に１

㌔ずつ提供します。

試開催日時　１２月４日（火）

　　　　　　午後１時～３時

試開催場所　シートピアなあど

※開催内容の詳細については、

後日申込者に案内します。

試申込期限　１１月２７日

試申込先・問い合わせ　宮古農

業改良普及センター（察６４－

２２２０）へどうぞ。

　１１月９日は「１１９番の日」で

す。１１９番通報をするときは、

次の５つのポイントを踏まえ、

落ち着いて正確に伝えましょう。

①火災・救急・救助などの種別

②発生場所（住所や目標物）③

火災・事故などの状況、患者の

状態や既往症など④通報者の氏

名・電話番号⑤携帯電話からの

通報は宮古消防署につながりま

す。通報後は消防署から再度照

会する場合もありますので、電

源を切らずにその場を離れない。

試問い合わせ　山田消防署（察

　８２－３１３９）へどうぞ。


