
【１４】

　家庭で不用になった生活用品

などの再利用の促進を目的に、

各団体が主催するフリーマー

ケットが開催されます。お気軽

にお越しください。

◎花まりん主催

試日時　８月５日（日）

　　　　午前１０時～午後３時

試場所　花まりん（船越公園内）

※出店希望の方は８月４日まで

にお申し込みください。

・区画　１区画２～３㍍四方

・出店料　無料

試申込先・問い合わせ　花まり

ん（福舘察０９０－５２３２－３８７３）

へどうぞ。

◎宮古地区広域行政組合主催

試日時　８月２６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）

※出店希望の方は８月２０日まで

にお申し込みください。

・区画　１区画２.５㍍×２.５㍍

・出店料　無料

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。

　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

試募集人数　１人

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

試勤務場所　企画財政課

試任用期間　９月１日～１２ 月 ３１ 日

※必要がある場合には、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　８月１３日

試面接日　８月２４日

試問い合わせ　役場企画財政課

国土調査担当（内線４３６）へ。

フリーマーケット
皆さんのご来場を

　税関では戦後、海外から引き

揚げてこられた方々からお預か

りしている未返還の保管証券類

をお返ししています。返還の請

求は本人だけでなく、家族の方

でも構いません。心当たりの方

は最寄りの税関までお問い合わ

せください。

試保管証券類

・海外から引き揚げられてこら

れた方々が上陸地の税関・海

運局に預けた通貨・証券

・帰国前に樺太、満州にあった

在外公館、日本人自治会に預

けられた通貨・証券などのう

ち日本に返還されたもの

試問い合わせ　宮古税関支署

（察６２－６５５９）へどうぞ。

通貨・証券などを
引き揚げ者に返還

町の期限付臨時
職員を一般公募

◎山田町戦没者追悼式を開催

　山田町戦没者遺族連合会と町

では、戦没者を追悼し恒久平和

を誓うため、戦没者追悼式を開

催します。慰霊を希望する方は、

ご参列ください。

試日時　８月１８日（土）

　　　　午後１時半～

試場所　町中央公民館大ホール

試式典の方式　無宗教、献花方式

◎８月１５日正午にサイレン吹鳴

　先の大戦における全戦没者に

対し、国を挙げて追悼の意を表

わすとともに平和を祈念するた

め、８月１５日の「戦没者を追悼

し平和を祈念する日」（昭和５７

年４月１３日閣議決定）に、政府

主催の全国戦没者追悼式が日本

武道館で開催されます。正午の

黙とうに合わせ本町でもサイレ

ンを吹鳴しますので、町民一人

一人がそれぞれのご家庭、職場

などで黙とうを捧げられますよ

うご協力をお願いします。

◆問い合わせ　役場保健福祉課

地域福祉担当（内線１３３）へ。

戦没者を追悼し
恒久平和誓おう

交通事故非常事態宣言を発令
　山田町内の交通死亡事故の続発を受け、山田町交通
安全対策運動協議会（会長・沼崎喜一町長）では、７
月25日に交通事故非常事態宣言を発令しました。発
令期間は８月３日までの10日間です。町内では今年
に入り、３件の死亡事故が発生。特に７月には14日
と23日に車両単独事故が相次いで発生し、２人が犠
牲になっています。
　ドライバーは、諮運転に疲れたら一休みする諮無理
な追い越しはしない諮飲酒運転は絶対にしない――な
どを心掛け、交通安全に努めましょう。
◆問い合わせ　山田町交通安全対策運動協議会事務局
（役場住民生活課内・内線128）へどうぞ。

救急座談会を開催します
　山田消防署では、８月から１０月にかけて各自治会を
訪問し、救急に関することをお話しする「救急座談会」
を開催します。どなたでも参加できますので、お気軽
にお越しください。８月の日程は次のとおりです。

◆日　　程　　　　　　　　　　　　　　　　〔８月〕

会　　　　場時　　間期日

荒川農業構造改善センター午前９時～１１時１８日
(土) 田子の木生活改善センター午後１時～３時

農 村 婦 人 の 家午前９時～１１時１９日
(日) 大 浦 漁 村 セ ン タ ー午後１時～３時

上 豊 間 根 青 年 会 館午前９時～１１時２５日
(土) ふ る さ と セ ン タ ー午後１時～３時

豊 間 根 公 民 館午前９時～１１時

２６日
(日)

島 田 活 動 セ ン タ ー〃

大 沢 川 向 集 落 セ ン タ ー午後１時～３時

猿神農業担い手センター〃

◆内容　救急車の利用法、応急手当の必要性、消防署
からのお知らせなど

◆問い合わせ　山田消防署（察８２－３１３９）へどうぞ。

　胃腸病検診と肝臓・胆のう・腎臓検診が実施されま
す。まだ申し込みをしていない方でも受診できますの
で、希望する方は直接会場へお越しください。

◆日　　程　　　　　　　　　　　　　　　　〔８月〕

◆時間　午前６時半～８時
◆対象　４０歳以上の人(昭和４２年４月２日以前に生ま
れた人)

◆検診料　胃腸病検診…１,５００円
　　　　　肝臓・胆のう・腎臓検診…１,３００円
◆注意事項　諮検診前日の夜８時から当日の検診終了
まで飲食物（アルコール類を含む）はとらないでく
ださい諮検診前日の就寝時まで水、お茶は飲んでも
構いません諮普段から服用している薬はお飲みくだ
さい諮当日は検診終了までたばこは吸わないでくだ
さい諮当日はできるだけ用便を済ませてからお越し
ください。

◆問い合わせ　役場保健福祉課健康管理担当（内線
 １６１）へどうぞ。

胃腸病検診、肝・胆・腎検診

会　　　　場期　　日対象地区

船 越 公 民 館１９日～２１日船　　越

船 越 漁 村 セ ン タ ー２２日、２３日田 の 浜

保 健 セ ン タ ー
２４日、２５日、
２７日～３１日

山　　田

自衛官の採用試験
９月に実施します

試職種と応募資格

・一般曹候補生… １８歳以上２７

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（高校卒業以

上または卒業見込みの人）

・２等陸・海・空士…１８歳以上

２７歳未満の女子（男子は年間

を通じて募集しています）

試試験日　９月１７日から２５日

までの間の１日か２日（職種

により異なります）

試試験会場　申し込み受け付け

時にお知らせします。

試受付期間　８月１日～９月７日

試申込書の請求先・問い合わせ

自衛隊宮古地域事務所（察６３

－３８８１）へどうぞ。

【１５】

まちで出会ったかわいい笑顔

●１ 平成１８年度にポイ捨てや不法
投棄などで回収されたごみの
量は？
　佳３.０㌧　加４.０㌧　可５.０㌧
●２ ７月８日に東京で開かれた
「ふる里山田同郷の会」の参加
者数は？
　佳６０人　加１６０人　可６１０人
●３ ７月８日開催の地震体験と津
波防災講演会に登場した地震
体験車の名称は？
　佳じしんたいけん号
　加しんくん号
　可しんちゃん号
●４ 今号の「１歳になりました」
に登場している赤ちゃん９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】　８月２０日（当日消
印有効）
☆前回の正解は①－Ｃ、②－Ａ、
③－Ｃ、④－Ｂでした。応募者
数は３８人で３５人が正解。抽選の
結果次の１０人が当せんしました。
山田＝熊谷千恵子（４２）　北浜町
＝佐藤博子（？）　長崎＝堀合裕
美香（１１）、佐々木悠羽（８）　飯
岡＝中村裕香里（？）　田の浜＝
清水真菜（９）　大浦＝門陽子
（１６）　織笠＝中村茜（１６）　大沢
＝鈴木幸子（？）　神奈川県相模
原市＝穂積佳卓（11）　 〈敬称略〉

下水道公社で排水
設備技術者の試験

　財団法人岩手県下水道公社で

は、排水設備責任技術者試験を

実施します。

試受験資格　・下水道に関する

技術上の実務経験が１年以上

ある高校卒業以上の人　・土

木工事の実務経験が５年以上

ある人

試試験日時　１１月４日（日）

午後１時～４時４０分

試試験会場　岩手産業文化セン

ター・アピオ（滝沢村）

試受験料　３,０００円

試申込期限　８月３１日

試申込先・問い合わせ　役場地

域整備課下水道庶務担当（内

線２１２）へどうぞ。

都市計画審議会の
委員を募集します

　町では、都市計画に関し住民

の立場から意見を述べる都市計

画審議会委員を募集します。

試応募資格　町内に住所がある

２０歳以上の人で、山田町の都

市計画に関心のある人

※公務員、町議会議員、本町の

他の審議会委員になっている

人は除きます。

試募集人数　２人

試委員の職務　山田町の都市計

画事業に関する審議

試審議会の開催　通常、平日に

開催（審議議案ある都度）

試任期　９月１日から２年間

試募集期間　８月１０日～２４日

試応募方法　役場地域整備課に

備え付けてある応募用紙に必

要事項を記入し、提出してく

ださい。

試応募先・問い合わせ　役場地

域整備課計画補償担当（内線

２５５）へどうぞ。

８月の町長面談
試日時　８月２０日（月）

　　　　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。

各種相談あります
お気軽にご相談を

◎特設人権相談

試日時　８月２２日（水）

　　　　午前１０時～午後４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、名誉、信用、差別、いじ

めなど人権に関する相談

試相談員　人権擁護委員

◎行政相談

試日時　８月２３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

◆問い合わせ　役場住民生活課

住民相談担当（内線１２８）へ。

　財団法人日本アマチュア無線

振興協会では、第４級アマチュ

ア無線技士養成課程講習会を開

催します。

試日時　９月２日（日）午前８

時２０分～午後４時２０分、９月

９日（日）午前８時４０分～午

後４時５０分〔全２日〕

試場所　黒森ふれあい館（宮古

市山口字田の神前１３３－７）

試受講料　２２,７５０円

試定員　６０人（定員になり次第

締め切ります）

試申込期限　８月２６日

試申込先・問い合わせ　佐藤無

線（察６２－１８５６）へどうぞ。

アマチュア無線の
資格を取得しよう

　戦没者などのご遺族に支給さ

れる特別弔慰金の請求期限は、

平成２０年３月３１日までとなっ

ています。まだ請求手続きを済

ませていない方は、お早めに請

求手続きを行ってください。

試手続き先・問い合わせ　役場

保健福祉課厚生援護担当（内

線１３３）へどうぞ。

特別弔慰金の請求
手続きはお早めに

　日本赤十字社では、熊本県大

雨災害と新潟県中越沖地震災害

の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。

◎熊本県大雨災害義援金

試郵便振替口座

・口座番号 「０１９００－０－９９」

・口座名義　日本赤十字社熊本

県支部

試受付期間　７月１１日～８月

１０日（期間中は振替手数料が

無料となります）

◎新潟県中越沖地震災害義援金

試郵便振替口座

・口座番号 「００５１０－５－２６」

・口座名義　日本赤十字社新潟

県支部

試受付期間　７月１７日～来年１

月１６日（期間中は振替手数料

が無料となります）

◆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。

大雨・地震災害の
義援金を受け付け


