
【１４】

　岩手県看護力再開発講習会が

開催されます。

試受講資格　保健師、助産師、

看護師、准看護師の資格を持

ち、就業を希望する県民

試期間　１０月１５日～１９日

試場所　講義…アイーナ（盛岡

市）　実習…盛岡市内の病院

または介護老人保健施設

試受講料　無料

試定員　３０人

試申し込み方法　はがきに住所、

氏名、年齢、電話番号、職種、

離職期間、研修会場までの移

動方法、白衣のサイズ、実習

希望場所（病院・施設）を明

記し、郵送してください。

試申込先・問い合わせ　９月２８

日までに鋤岩手県看護協会岩

手県ナースセンター（〒０２０

－０１１７盛岡市緑が丘二丁目

４－５５察０１９－６６３－５２０６）へ。

　町では、地震への備えとして

民間木造住宅を対象に耐震診断

を実施します。県認定の診断士

が皆さんの住宅を調査し、耐震

性を総合的に評価しますので、

どうぞご活用ください。

試対象　昭和５６年５月３１日以前

に着手された一戸建て平屋ま

たは２階建てで、過去に耐震

診断を受けていない住宅

試診断費用　３,０００円

試募集戸数　５戸

試申込先・問い合わせ　９月３０

日までに役場地域整備課建築

住宅担当（内線２５４）へどうぞ。

元看護師など対象
就職講習会を開催

木造住宅対象に
耐震診断を実施

　昨年６月にフロン回収・破壊法が改正

され、本年１０月１日から施行されます。

　オゾン層の破壊や地球温暖化の原因と

なるフロン類。環境破壊を防ぐため、業

務用のエアコンや冷蔵庫など冷凍空調機

器からフロン類を回収することが、同法

で義務付けされています。

　フロン類の回収を徹底するため、今回

の改正では手続きや関係者の役割が明確

化されました。主な改正内容は次のとお

りです。地球環境を守るため、フロン類

の回収にご協力ください。

◆行程管理制度（マニフェスト）の導入

　業務用冷凍空調機器を廃棄する場合、

書類でフロン類回収の手続きを行わな

ければなりません。

◆整備の際にフロン類回収の義務化

　業務用冷凍空調機器のメンテナンスなどを行う

場合でも、フロン類を回収しなければなりません。

◆解体建物中の機器の設置を確認

　建物を解体する場合、解体業者は業務用冷凍空

調機器が設置されているかどうかを確認し、その

結果を発注者に書類で報告しなければなりません。

◆リサイクルする場合にもフロン類回収の義務化

　リサイクルの目的で業務用冷凍空調機器の部品

を業者に譲渡する場合にも、フロン類を回収しな

ければなりません。

◆問い合わせ　宮古地方振興局保健福祉環境部環境

課（察６４－２２１８）へどうぞ。
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　山田消防署では、１０月まで各自治会などを訪問し、
救急に関することをお話しする「救急座談会」を開
催しています。９月の日程は次のとおりです。

会　　　　場時　　　間期日

第４分団屯所午前９時～１１時２２日

(土) 船越漁村センター午後１時～３時

飯岡防災センター（長崎地区）午前９時～１１時２３日

(日） 飯岡防災センター（飯岡地区）午後１時～３時

船越防災センター午前９時～１１時２９日

(土) 長林コミュニティセンター午後１時～３時

試内容　救急車の利用方法、応急手当の必要性、消

防署からのお知らせなど

試問い合わせ　山田消防署救急係（察８２－３１３９）へ。

◆日　程 〔９月〕

危険物取扱者の
試験などあります

　危険物取扱者試験と、同試験

に伴う準備講習会が開かれます。

　危険物取扱者試験

試試験種類　甲種、乙種全類、

丙種

試試験日　１１月１０日（土）

試試験地　宮古市

試願書の受付期間　９月１４日～

２５日

試願書の請求先　山田消防署

試申込先　財団法人消防試験研

究センター岩手県支部

　危険物取扱者試験準備講習

試期間　１０月１８日～１９日

試対象　上記危険物取扱者試験

の受験予定者

試会場　宮古地区広域行政組合

消防本部（宮古市五月町）

試申込期限　１０月１７日

試申込先　宮古地区危険物安全

協会（カメイ㈱宮古支店内察

６２－３６１１）

◆問い合わせ　山田消防署（察

８２－３１３９）へどうぞ。

山田八幡宮で稚児
行列の参加者募集

　山田八幡宮では、神幸祭の稚

児行列への参加者を募集します。

試日時　９月１６日（日）

　　　　午前９時～午後１時

試募集年齢　３歳から６歳まで

試募集人数　２０人（定員になり

次第締め切ります）

※衣装のサイズと数量に限りが

あり、先着順となりますので、

お早めにお申し込みください。

試申込先・問い合わせ　山田八

幡宮社務所（察８２－３４５９）へ。

　宮崎県の台風５号被災者に対

する義援金を受け付けています。

皆さんのご協力をお願いします。

試郵便振替口座

　口座番号　０１７３０－３－２５３２３

　口座名義　日本赤十字社宮崎

　　　　　　県支部

※「台風義援金」と明記してく

ださい。

試受付期間　９月２８日まで（期

間中は振替手数料が無料とな

ります）

試問い合わせ　日本赤十字社県

支部山田町分区（役場保健福

祉課内・内線１３２）へどうぞ。

宮崎台風５号被害
義援金を受け付け

町で臨時職員を
一般公募します

　町では、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

試募集人数　２人

試勤務場所　住民生活課、税務

会計課

試応募資格　町内に住所があり、

パソコンの操作ができる人

試賃金　日額５,４００円

試任用期間　１０月１日～来年１

月３１日

※必要がある場合は、住民生活

課は最大６カ月まで、税務会

計課は最大８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

課または役場支所に備え付け

の履歴書に必要事項を記入し、

役場総務課に提出

試申込期限　９月１３日

試問い合わせ　役場住民生活課

住民記録担当（内線１２６）、税

務会計課町民税担当（内線

１１１）へどうぞ。

【１５】

まちで出会ったかわいい笑顔

●１ 光ファイバーを使った家庭向
けの超高速データ通信サービ
スの名前は？

　佳ＦＴＴＨ
　加ＨＴＭＬ　
　可ＦＩＦＡ
●２ １０月１日から役場窓口で申請
ができるようになるものは？
　佳バスケット
　加マスカット
　可パスポート
●３ ８月１３日に行われた花火大会
で打ち上げられた花火の数は
およそ何発？

　佳1,000　加2,000　可5,000
●４ 今号の「１歳になりました」
に登場している赤ちゃん１３人
のうち、男の子は何人？
　佳５人　加６人　可７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、ご応募ください。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】　９月２０日（当日消
印有効）
☆前回の正解は①－Ｃ、②－Ｂ、
③－Ｃ、④－Ｂでした。応募者
数２０通で全員正解、抽選の結果
次の１０人が当せんしました。
　長崎＝梶山智樹（？）、佐々木
玲美（１３）　飯岡＝菊池瑞起（６）
後楽町＝松山福治（６１）　船越＝
山崎魁斗（７）　織笠＝福士結衣
（１０）、稲川萌（？）　大沢＝大川
周大（６）　豊間根＝佐々木栄子
（？）　大船渡市＝小岩みさ（７）
 　　　　　　　　　　〈敬称略〉

船上から海上渡御
見学ツアーを開催

　ふるさと体験ツアー「山田祭

を体験しよう!!」が開かれます。

試期間　９月１６日～１７日

試内容　１６日…マリンランド陸

中でキャンプファイヤーなど

１７日…船に乗って海上渡御

の見学や湾内クルージング、

北浜岸壁の清掃活動など

※プログラムごとの申し込みも

できます。

試参加料　無料

試定員　１００人（定員になり次

第締め切ります）

試申込期限　９月９日

試申込先・問い合わせ　陸中海

岸青少年の家（察８４－３３１１）へ。

町民駅伝大会に
参加しませんか

　第２３回町民駅伝大会が行われ

ます。友人や職場の仲間とチー

ムをつくり、自慢の健脚を競い

ませんか。

試日時　１０月１４日（日）

　　　　午前９時～

試コース　旧マリンパーク山田

前駐車場～海蔵寺線

試種目　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、主

要大会に派遣予定です。

試チーム編成　１チーム６人

（選手５人、補欠１人）

試参加料　１チーム１,０００円

試申込期限　９月２０日（１００チー

ムになり次第締め切ります）

試申込先・問い合わせ　町教育

委員会事務局社会体育担当

（内線６２６）へどうぞ。

９月の町長面談
試日時　９月１９日（水）

　　　　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。

　陸中海岸青少年の家では、中

学生・高校生のための読書ボラ

ンティア研修会を開催します。

試期間　９月２９日～３０日（１泊

２日）

試時間　午後１時～

試内容　読み聞かせの実習や創

作手作り絵本の作成など

試対象　中学生・高校生２０人

試参加料　１,５００円

試申込期間　９月１８日～２３日

試申込先・問い合わせ　陸中海

岸青少年の家（察８４－３３１１）へ。

読書ボランティア
研修会行われます

試日時　９月１６日（日）

　　　　午前９時～正午

試場所　みやこ広域リサイクル

センター（宮古市小山田）

　――　出店者を募集　――

試出店資格　宮古管内に住む人

試売り場面積　２.５㍍×２.５㍍

試出店料　無料

※出店場所に敷くシートは、出

店者が準備してください。

試申込先・問い合わせ　みやこ

広域リサイクルセンター（察

６３－７７５３）へどうぞ。

フリーマーケット
宮古で開催します

　岩手共同募金会では、ＡＥＤ

(自動体外式除細動器)の普及啓

発を目的にＡＥＤを寄贈します。

試対象　ＡＥＤの設置を希望す

る事業者または団体

試設置数　県内で８カ所を予定

試応募方法　役場保健福祉課に

備え付けの申請書に申請者の

概要が分かるパンフレットま

たは会則などを添えて提出

試応募期限　９月１０日

試応募先・問い合わせ　岩手県

共同募金会（〒０２０－０８３１　

盛岡市三本柳８－１－３ふれ

あいランド岩手内　察０１９－

６３７－８８８９）へどうぞ。

ＡＥＤを事業所や
団体に寄贈します

９月の行政相談
試日時　９月２０日（木）

　　　　午前１０時～正午

試場所　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。

第３回山田町議会定例会
試日時　９月５日（水）開会

　　　　午前１０時～

　どなたでも傍聴できます。

詳しい日程などについては、

町議会事務局（察８２－３１１４）

へお尋ねください。

お詫びと訂正

　９月１５日号３㌻「まさしの橋

が片側交互通行に」の記事中、

期間が「 来  年 １０月下旬」とある
・ ・

のは「１０月下旬」の誤りでした。

深くお詫びし、訂正致します。


