
【１０】

普通救命講習会を
山田消防署で開催

試期日　７月２２日（日）

試時間

　午前の部…午前９時～正午

　午後の部…午後１時～４時

試場所　山田消防署

試内容　心肺蘇生法、自動体外

式除細動器（ＡＥＤ）の取り

扱い方法、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　中学生から一般まで

試定員　各部とも３０人

試受講料　無料

試申込期限　７月１５日

試申込先・問い合わせ　山田消

防署察８２－３１３９）へどうぞ。

各種講座で郷土の
歴史と文化学ぼう

― 郷土理解講座（講演）―

試日時　７月１２日（木）

　　　　午後２時～

試場所　町中央公民館小ホール

試演題　「ちょっと前のくらしか

ら見えるもの雌雌古き良き時

代の知恵を今に活かす雌雌」

試講師　中田功一さん（日本民

俗学会会員、元県立博物館学

芸員）

―― 古文書解読講座 ――

試開催日　７月８日～来年２月

 １７日（全６回開催予定）

試時間　午前１０時～正午

試場所　町中央公民館など

試内容　古文書解読の基礎

試申込期限　７月６日

◆申込先・問い合わせ　町教育

委員会事務局文化担当（内線

６２４）へどうぞ。

町道石峠線の一部
区間が通行止めに

　石峠橋の補修工事に伴い、町

道石峠線の一部区間で交通規制

が行われます。ご不便をお掛け

しますが、皆さんのご協力をお

願いします。

試規制期間　７月４日～１０月３０日

試規制内容　車両全面通行止め

※歩行者、自転車は通行できます。

試規制区間

夜間に山田中学校
プールを一般開放

試期間　７月１０日～８月３０日の

毎週火・木・土曜日

※８月１４日、１６日は開放しません。

試時間　午後６時～８時半

試利用料　無料

試注意事項　諮スイミングキャッ

プの貸し出しはしませんので、

各自でご用意ください諮ビー

チボールは使用できません諮

小学３年生以下の人が利用す

る場合は、必ず保護者が同伴

してください。

試問い合わせ　町教育委員会事

務局社会体育担当（察８２－

５５０５）へどうぞ。

試問い合わせ　役場地域整備課

土木担当（内線２４２）へ。
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規制区間

被保険者・年金受給者の皆さまへ
　このたびの年金記録をめぐる問題については大変ご心配をお

掛けし、心よりお詫び申し上げます。基礎年金番号にまだ統合

されていない年金記録も大切に保管されており、皆さまの年金

記録をもう一度チェックさせていただいております。年金記録

について少しでも気になる方はお問い合わせください。

◆問い合わせ　窓口…宮古社会保険事務所専用窓口

　　　　　　　　　　(宮古市太田１－７－１２　察６２－１９６３）

　　　　　　　電話…ねんきんダイヤル（察０５７０－０５－１１６５）

　　　　　　　　　　フリーダイヤル（察０１２０－６５７８３０）

薬と健康をテーマに講演会
　薬の作用や正しい使用方法などについて学びませんか。
◆日時　７月１１日（水）午後１時半～３時
◆場所　町保健センター
◆演題　「正しい薬の使い方」
◆講師　内田一幸さん（川向薬局薬剤師）
◆持参する物　筆記用具、めがね（必要な方）
◆申込先・問い合わせ　７月９日までに役場保健福祉
課健康づくり担当（内線１６５）へどうぞ。

保健のコーナー

療育総合巡回相談を実施
　子供の成長・発達について、心配なことがある方は
お気軽にご相談ください。
◆日時　７月１７日（火）午前１０時～午後３時
◆場所　町保健センター
◆内容　身体発達など子育てに関する相談
◆相談員　県立療育センター職員
◆申込先・問い合わせ　７月６日までに役場保健福祉
課健康づくり担当（内線１６６）へどうぞ。

ぱくぱくバンビ教室を開催
　幼児期の食事について楽しく学びませんか。託児
コーナーも設けますので、お気軽にご参加ください。
◆日時　７月１９日（木）午前９時半～正午
◆場所　町中央コミュニティセンター
◆対象　１歳から３歳までのお子さんをお持ちの保護者
◆内容　幼児食の調理実習と講話、個別相談
◆持参する物　筆記用具、エプロン、三角きん、おん
ぶひも、その他お子さんの外出に必要な物
◆申込先・問い合わせ　７月１７日までに役場保健福祉
課健康づくり担当（内線１６１）へどうぞ。

肺がん・大腸がん検診
　対象となる方は忘れずに受診しましょう。
◆日程〔７月〕

◆対象　４０歳以上（昭和４１年４月２日以前生まれ）の人
※肺がん検診を受診する人のうち、ハイリスクの方に
は希望によりかくたん検査を実施します。
・ハイリスク者…５０歳以上で喫煙指数（１日本数×喫
煙年数）が６００以上の方、または６カ月以内に血たん
があった方
◆検診料　肺がん検診…５００円（かくたん検査を受診す
る方は、別に１,０００円掛かります）　大腸検診… ５００円

◆問い合わせ　役場保健福祉課健康管理担当（内線１６１）へ。

受付時間会　　　　場期日

午前９時半～11時大 浦 漁 村 セ ン タ ー24日
(火) 午後１時半～３時船 越 漁 村 セ ン タ ー

午前９時～10時荒川農業構造改善センター
25日
(水)

午前10時半～正午豊間根生活改善センター

午後２時～３時半ふ る さ と セ ン タ ー

午前９時半～11時織 笠 漁 業 協 同 組 合26日
(木) 午後１時半～３時半保 健 セ ン タ ー

午前９時半～11時船 越 公 民 館27日
(金) 午後１時半～３時半保 健 セ ン タ ー

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。希望の方はお申し込

みください。選考方法は書類審

査（履歴書）と面接です。

試募集人数　１人

試応募資格　町内に住所があり、

介護支援専門員または看護師

の資格がある人

試賃金　日額７,３００円

試勤務場所　地域包括支援セン

ター（役場保健福祉課内）

試業務内容　要支援者のケアマ

ネジメント業務など

試任用期間　８月１日～１１月３０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　７月１２日

試面接日　７月１９日

試問い合わせ　地域包括支援セ

ンター（役場保健福祉課内察

８２－３１３６）へどうぞ。

【１１】

まちで出会ったかわいい笑顔

●１ 第２１回参議院議員通常選挙の

投票日はいつ？

　佳７月９日

　加７月１９日

　可７月２９日

●２ 北部航空音楽隊演奏会は航空

自衛隊山田分屯基地の創立○

周年記念として行われる？

　佳５０　加５５　可６０

●３ 「夢花倶楽部inやまだ」結成１０

周年記念押し花展の来場者数

は何人？

　佳１５０人　加２５０人　可３５０人

●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、女の子は何人？

　佳３人　加４人　可５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】　７月１８日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ｃ、②－Ａ、

③－Ｂ、④－Ｂでした。応募者

数は２７人で２５人が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝湊美咲（１７）、後藤和子

（７２）　中央町＝長澤雅之（１７）

八幡町＝湊優紀美（？）　長崎＝

小林夢花（４）、堀合大樹（１０）

飯岡＝山﨑翔太（９）　船越＝黒

澤頼江（？）　田の浜＝田代優仁

（９）　織笠＝福士正子（６７）

　　　　　　　　　　〈敬称略〉

各種スポーツ通じ
心地よい汗流そう

◎町ソフトボール大会

試開催日　７月２４日～２７日

試時間　午後６時半～

試場所　町民総合運動公園野球

場、町民グランド野球場

試募集チーム　男子の部… １２

チーム　女子の部…６チーム

試チーム編成　男女とも１チー

ム１５人以内。メンバーは町内

在住の方で編成してください。

試参加料　１チーム３,０００円

試申込期限　７月１３日

※代表者会議は７月１９日の午後

７時から町中央コミュニティ

センターで行います。

試申込先・問い合わせ　町教育

委員会事務局社会体育担当

（察８２－５５０５）へどうぞ。

◎第２２回波岡實杯争奪卓球大会

試日時　７月２９日（日）

　　　　午前９時～

試場所　山田体育館

試対象　町民または町内で働い

ている人

試種目　団体、個人（フリーの

部、５０歳未満の部、５０歳以上

６５歳未満の部、６５歳以上の部、

小学生の部）

試参加料　一人２００円

試各地区の代表者　豊間根…

佐々木亘（察８６－２７６３）　大

沢…白内輝彦（察８２－２９４０）

山田東…赤坂満夫（察８２－

４９７７）　山田西…佐藤忠暉

（察８２－４４４１）　織笠…篠澤

利幸（察８２－９２０２）　船越…

倉堀泉（察８４－２６４６）

試申込期限　７月１７日

試申込先　各地区の代表者

試問い合わせ　町教育委員会事

務局社会体育担当（察８２－

５５０５）へどうぞ。

はかりの定期検査
町内各地区で実施

　商業などの取引または証明に

使用しているはかりは、２年に

１度の検査が義務付けられてい

ます。前回受検した方には通知

していますが、前回受検してい

ない方や新しく購入した方など

「検査を受けなければならない

はかり」をお持ちの方は、役場

産業振興課まで連絡の上、受検

願います。

試日時と場所　７月９日…大浦

漁協荷捌所(午後１時～４時)

７月１０日…船越湾漁協事務所

前(午前９時～１０時)、船越防

災センター駐車場(午前１０時

半～１１時)、織笠漁協荷捌所

（午後１時～２時）、豊間根生

活改善センター(午後３時～

４時)　７月１１日…大沢漁協

荷捌所(午前９時～１０時)、町

保健センター前(午前１０時半

～正午、午後１時～４時)

試問い合わせ　役場産業振興課

商工観光担当（内線２３４）へ。

　山田町観光協会では、町内の

海水浴場で働く期限付臨時職員

を募集します。

試応募資格　体力に自信があり、

勤務地まで通勤できる人（高

校生も含む）

※オランダ島で勤務する人には、

　巡航船料金は掛かりません。

試募集人員

・オランダ島海水浴場…売店・

券売・駐車場（２～３人）

・荒神海水浴場…清掃・監視・

売店・駐車場（１～２人）

試任用期間　７月２１日～８月１９日

試就業時間　午前８時半～午後

５時

試賃金　日額５,０００円

試申込期限　７月９日

試申込先・問い合わせ　山田町

観光協会事務局（役場産業振

興課内・内線２３４）へどうぞ。

障害者保健福祉を
考える地域懇談会

　宮古圏域の障害者保健福祉を

考える地域懇談会が開かれます。

試日時　７月６日（金）

　　　　午後２時～４時

試場所　町中央コミュニティセ

ンター

試内容　諮圏域内の相談支援の

しくみ諮地域生活の場として

のグループホーム・ケアホー

ム諮障害者の就労支援の実際

試問い合わせ　宮古圏域障がい

者福祉推進ネット事務局（は

あとふるセンターみやこ内察

71－1245）へどうぞ。

７月の町長面談
試日時　７月１９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。

７月の行政相談
試日時　７月１９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。

町内海水浴場の
臨時職員を募集


