
【１４】

国家公務員Ⅲ種の
試験を実施します

　国家公務員Ⅲ種試験（高校卒

業程度）が実施されます。

試受験資格　昭和６１年４月２日

から平成２年４月１日までに

生まれた人

試職種　行政事務、税務、電気・

情報、機械、土木、林業

試試験日　９月９日（日）

試試験地　盛岡市など

試試験内容　高校卒業程度の教

養試験、適性試験、作文試験

試受付期間　６月２６日～７月３日

試申込書の請求先・問い合わせ

人事院東北事務局（〒９８０－

００１４仙台市青葉区本町３－２

－２３　察０２２－２２１－２０２２）へ。

町健康づくり推進
協議会委員を募集

　町では、健康づくり推進協議

会委員の一部を募集します。

試募集人数　２人

試応募資格　本町に住所がある

２０歳以上の人で、応募時に納

期到来の町税を完納している

人

試委員の仕事　健康教育や健康

相談、健康診査など保健活動

に関する審議・企画

試任期　７月１日から２年間

試応募方法　役場保健福祉課ま

たは役場各支所に備え付けの

応募用紙に必要事項を記入し、

提出してください。

試応募締め切り　６月１５日

試応募先・問い合わせ　役場保

健福祉課健康管理担当（内線

１６０）へどうぞ。

第２回山田町議会定例会
試日時　６月１２日（火）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。

６月の町長面談日
試日時　６月１８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。

◎行政相談

試日時　６月２１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

仕事で納得のいかないことな

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。

◎６月の無料法律相談

試期日　６月７日、１４日、２１日、

２８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、相続問題、

金銭トラブル、離婚問題など

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。

各種相談あります
お気軽にご利用を

　宮古地区広域行政組合では、

フリーマーケットを開催します。

　お気軽にご来場ください。

試日時　６月２４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　――

　上記フリーマーケットの出店

者を募集します。

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。

試申込期限　６月２０日

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

糖尿病サポート教室
～正しい自己管理法を学ぼう～

　町では、糖尿病を治療している方とその家族を対象

に「糖尿病サポート教室」を開催します。「血糖値が高

くなるのはなぜ？」「うまくつきあうコツは？」と思っ

ている皆さん。教室に参加して「なぜ？」を解決した

り「コツ」を学んだりして、自分に合った糖尿病の自

己管理法を身に付けませんか。

内　　　　容日時と会場回

「自分の体を健康チェッ
ク！一緒に学んで合併症
を予防しよう！」 (講話）

試６月１２日（火）
　午後１時半～３時半
試町保健センター

１

「気分さわやか！身近で手
軽な運動」 (講話と実技)

試７月６日（金）
　午後１時半～３時半
試町保健センター

２

「みんなでスリムに水中運
動！温水プールでアクア
ビクス」 （実技）

試８月３日（金）
　午前１０時～午後３時
試シートピアなあど（宮古市）

３

「私の食事再点検！何をど
れだけ食べたらいいの」

(講話）

試１０月１２日（金）
　午後１時半～３時半
試町保健センター

４

「美味しく食べてストレス
解消！どれを選ぼう昼食
バイキング」 (調理実習)

試１１月９日（金）
　午前９時半～午後零時半
試町中央コミュニティセンター

５

「続けてみよう！私にあっ
た生活プログラム」

（グループワーク）

試１月１１日（金）
　午後１時半～３時半
試町保健センター

６

◆対象　現在糖尿病を治療している方とその家族

◆参加費　第３回と第５回には一部自己負担があります。

◆申込期限　６月１１日

◆日程

　町では、乳児期からの授乳・離乳食を基本とした生

活リズムの確立を目指し、離乳食教室「もぐもぐコア

ラ教室」を開催します。当日は子育てボランティアの

皆さんによる託児室を設けますので、お気軽にご参加

ください。

◆日時　６月１５日（金）

　　　　午前１０時～正午

◆場所　町中央コミュニ

　ティセンター

◆対象　生後３カ月から１１カ月ま

　でのお子さんをお持ちの保護者

◆内容　離乳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

◆申込期限　６月１２日

～乳児期の食事を楽しく学ぼう～
もぐもぐコアラ教室もぐもぐコアラ教もぐもぐコアラ教室室

保健のコーナー
■申込先・問い合わせ
　役場保健福祉課健康づくり担当（内線１６１）へ。

テレビの電波障害
皆さんのご理解を

　毎年５月から８月ごろにかけ

て、テレビの電波が乱れること

があります。この電波障害は日

中に発生することが多く、ＶＨ

Ｆの１～３チャンネルにのみ発

生するのが特徴です。通常は１、

２時間程度で正常に戻りますが、

長時間続くこともあります。

　原因は自然現象による外国電

波の飛来によるもので、完全に

防ぐことはできません。皆さん

のご理解をお願いします。

試問い合わせ　ＮＨＫ視聴者

コールセンター（察０５７０－

００３４３４）へどうぞ。

【１５】

まちで出会ったかわいい笑顔

●１ 国から地方へ税源が移譲され

るのは○○○○改革の一環？

　佳一位一体

　加一位三体

　可三位一体

●２ ヘリコプターの体験搭乗は航

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 ｢山に広葉樹を植える運動｣第

７回植樹祭の参加者は何人？

　佳３１１人　加３３１人

　可３３３人

●４ 今号の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん１７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】　６月１８日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ａ、②－Ｂ、

③－Ｃ、④－Ａでした。応募者

数は４２人で２４人が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝山岸俊哉（１０）、大釋瑞貴

（１２）　飯岡＝金浜百果（９）、内

舘正明（３９）　船越＝村木明美

（３８）、竹田英広（４２）　田の浜＝

及川琴未（１１）　豊間根＝芳賀禎

一（６２）　荒川＝芳賀勉（？）　神

奈川県川崎市＝外木宏明（３３）

<敬称略>

スーパー竹とんぼ
作ってみませんか

　国際竹とんぼ協会山田本部で

は、「スーパー竹とんぼ作り教

室」を開催しています。

試開催日　毎月第２、第４木曜日

試時間　午後７時～９時

試場所　豊間根生活改善センター

試対象　中学生以上

試内容　初級、中級、大会用の

スーパー竹とんぼ作りのほか、

飛距離や滞空時間を競う大会

の実施など

試申込先・問い合わせ　国際竹

とんぼ協会山田本部（ 々木

建彦代表察８６－２４８３）へ。

老人囲碁将棋大会
皆さんのご参加を

　第２２回山田町老人囲碁将棋大

会が開催されます。

試日時　６月２４日（日）

　　　　午前９時～

試場所　町保健センター

試対象　６０歳以上の町民

試参加費　１,０００円（昼食、懇親

会費）

試申込期限　６月１５日

試申込先・問い合わせ　山田町

老人クラブ連合会事務局（山

田町社会福祉協議会内察８２－

３８４１）へどうぞ。

　高齢者が安心して住宅リ

フォームや建て替えの相談を行

えるよう、県では講習会を受講

した建築士を「岩手県高齢者向

け住宅リフォーム相談員」とし

て登録しています。登録した相

談員の名簿はいつでも閲覧でき

ますので、お気軽にご利用くだ

さい。

試閲覧場所　県内各市役所・町

村役場・県庁・振興局の建築・

福祉担当窓口など

試問い合わせ　県県土整備部建

築住宅課（察０１９－６２９－５９３２

ホームページｈｔｔｐ://ｗｗｗ. 

ｐｒｅｆ.ｉｗａｔｅ.ｊｐ/~ｈｐ０６０８/）へ。

住宅リフォームを
お考えの高齢者に

　調理師および製菓衛生師の試

験が実施されます。

試受験資格　調理などの実務経

験が２年以上ある人など

試試験日　８月３０日（木）

試試験会場　宮古地区合同庁舎

（宮古市五月町１－２０）

試願書受付期間　６月２５日～７

月６日

試願書の請求先・問い合わせ　

宮古保健所（察６４－２２１８）へ。

調理師および製菓
衛生師試験を実施

　ＢＧ浦の浜会では、第２回

パークゴルフ大会を開催します。

どうぞご参加ください。

試日時　６月１０日（日）

　　　　午前９時半～

試場所　船越家族旅行村パーク

ゴルフ場（入江田沼東側）

試参加料　１,０００円（昼食、傷害

保険料など）

試定員　８０人

試申込期限　６月７日

試申込先・問い合わせ　ＢＧ浦

の浜会事務局（船越家族旅行

村案内所内察８４－２１９２）へ。

パークゴルフ大会
参加者募集します

　先の大戦において、外地など

（事変地の区域または戦地の区

域）に派遣され、戦時衛生勤務

に従事された旧日本赤十字社救

護看護婦および旧陸海軍従軍看

護婦の方（慰労給付金受給者は

除く）に対して、そのご労苦に

報いるため内閣総理大臣名の書

状を贈呈しています。ご本人ま

たはご家族などからのご連絡を

お待ちしております。

試連絡先・問い合わせ　役場保

健福祉課地域福祉担当（内線

１３２）へどうぞ。

内閣総理大臣名の
書状を贈呈します

　不法滞在外国人による犯罪が

多発しています。不法滞在外国

人のほとんどは不法就労者であ

り、不法に滞在している外国人

を雇用しないことが、不法滞在

と犯罪被害の防止につながりま

す。外国人を雇う際には、パス

ポートで「在留期限」や「在留

資格」を確認するなど、不法滞

在や不法就労の防止にご協力を

お願いします。

試問い合わせ　宮古警察署（察

６４－０１１０）へどうぞ。

不法滞在・就労
防止にご協力を

　石綿健康被害救済制度は、中

皮腫やアスベストを原因とする

肺がんで療養中の方に医療費や

療養手当などを支給したり、こ

れらの病気で亡くなった方のご

遺族に対して弔慰金や葬祭料な

どを支給したりする制度です。

医療費などの請求は、これらの

病気で療養中のご本人や、これ

らの病気で亡くなった方のご遺

族が行うことができます。制度

の説明や健康相談、医療費など

の請求申請についてはお問い合

わせください。

試問い合わせ　宮古保健所（察

６４－２２１８）へどうぞ。

石綿健康被害者の
救済制度あります


