
【１４】

７月～８月採用の
自衛官募集します

　平成１９年７月から８月までに

採用予定の自衛官を募集します。

試種目　自衛官２等陸・海・空

士（男子）

試受験資格　１８歳以上２７歳未満

の男子

試試験日　６月１０日（日）

試試験会場　岩手駐屯地（滝沢村）

試受付期間　５月１日～６月１日

試申込先・問い合わせ　自衛隊

岩手地方協力本部宮古地域事

務所（察６３－３８８１)へどうぞ。

町の期限付臨時
職員募集します

　応募希望の方は、役場住民生

活課または役場各支所に備え付

けの履歴書に必要事項を記入し、

役場総務課へ提出してください。

選考方法は書類（履歴書）審査

と面接です。

◎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

試勤務場所　地域整備課

試任用期間　６月１日～９月３０日

※必要がある場合は最大８カ月

まで期間が更新されます。

試賃金　日額５,４００円

試申込期限　５月１４日

試問い合わせ　役場地域整備課

庶務担当（内線２４３）へどうぞ。

◎臨時保育士

試募集人数　１人

試応募資格　町内に住所があり、

保育士の資格がある人

試勤務場所　船越保育園

試任用期間　６月１日～１１月３０日

※必要がある場合は１回の更新

があります。

試賃金　日額６,４００円

試申込期限　５月１４日

試問い合わせ　役場保健福祉課

児童福祉担当（察８２－３１１３）へ。

自衛隊山田基地で
非常勤隊員を募集

試職種　労務職（草刈りなど基

地周辺の環境整備）

試募集人数　１人

試応募資格　１８歳以上６５歳未満

の人で、既に健康保険に加入

している人

試任用期間　６月１日～９月２８日

試試験日　５月１０日（木）

試試験会場　航空自衛隊山田分

屯基地

試申込期限　５月７日

試申込先・問い合わせ　航空自

衛隊山田分屯基地（察８２－

２６３６）へどうぞ。

ソフトテニス教室
心地よい汗流そう

　ソフトテニス教室が開催され

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　５月２０日から６月１７

日までの毎週日曜日（全５回）

試時間　午前９時～正午

試場所　総合運動公園テニス場

試対象　小学５年生以上の町民

試内容　ラケットの握り方や振

り方、フットワーク、ゲーム

などの基礎

試参加料　１回につき小中学生

…１００円 高校生以上…２００円

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。

前須賀公園テニス
コートのご利用を

試利用期間　５月１日～１１月３０日

試利用時間　午前９時～午後５時

試使用料（一人１時間当たり）

　一般…１００円　高校生…７０円

　小中学生…５０円

※山田町民は無料です。

試問い合わせ　役場地域整備課

計画補償担当（内線２５５）へ。

第３回山田町議会臨時会
試日時　５月８日（火）

　　　　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。

胃腸病、肝・胆・腎検診を実施
　胃腸病検診と肝臓・胆のう・腎臓検診が、下表の日程

で行われます。送付される通知書の日時と会場を確認し、

忘れずに受診してください。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。

◆検診の日程　　　　　　　　　　　　　　　　〔５月〕

◆受付時間　午前６時半～８時

◆受診料　　胃腸病検診…１,５００円

　　　　　　肝臓・胆のう・腎臓検診…１,３００円

※受診料は当日会場でいただきます。

◆注意事項　諮検診前日の夜８時から検診終了まで飲食

物（アルコール類を含む）を取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の朝はでき

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（察８２－

３１１１内線１６１）へどうぞ。

と　き
　６ 月 1 7 日（ 日 ）午後１時半開演　　　　　　　　　　　　　　　午後零時半開場

ところ　宮古市民文化会館大ホール
　東北電力㈱岩手支店では、「米村でんじろうサイエンス

ショー」を開催します。抽選で１,０００人を無料招待しま

すので、参加希望の方はお申し込みください。抽選結果

は、６月８日ごろまでに申込者全員にご連絡します。

◆申し込み方法　①代表者の氏名（ふりがな）②郵便番

号③住所④電話番号⑤年齢⑥性別⑦お申し込みされる

全員（５人まで）の氏名（ふりがな）――を明記し、

はがき、Ｅメール、ＦＡＸのいずれかでお申し込みく

ださい。

※小学４年生以下は保護者同伴とします。

◆申込期限　５月３０日必着

◆申込先・問い合わせ　㈱アサツーディ・ケイ北東北支局

「サイエンスショー」係（〒０２０－０８７１　盛岡市中ノ橋

通１－４－ ２２中ノ橋１０６ビル１０Ｆ　察０１９－６２６－３１５０

ＦＡＸ０１９－６２６－３１４０　Ｅメールｄｅｎｊｉｒｏ@ａｄｋ.ｊｐ）へ。

会　　　　　場期　　日対象地区

豊間根生活改善センター１５日～１７日
豊間根
荒　川

大 浦 漁 村 セ ン タ ー１８日、２１日大　浦

ふ る さ と セ ン タ ー２２日、２３日大　沢

織 笠 漁 業 協 同 組 合２４日～２６日織　笠

おもしろ不思議大実験おもしろ不思議大実験おもしろ不思議大実験おもしろ不思議大実験おもしろ不思議大実験

米村でんじろう米村でんじろう米村でんじろう米村でんじろう

サイエンスショーサイエンスショーサイエンスショーサイエンスショー

よね むら

患者を救う愛の
献血にご協力を

◎全血献血

試期日　５月７日（月）

試日時と場所　午前９時半～１１

時…山田町役場前　午後零時

半～２時１０分…ＪＲ陸中山田

駅　午後３時～４時…ジョイ

ス山田店前

◎成分献血

　ご協力いただける方は５月１１

日までにご連絡ください。

試期日　５月１６日（水）

試時間　午前９時半～正午

　　　　午後１時～３時

試場所　保健センター

◆連絡先・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。

【１５】

まちで出会ったかわいい笑顔

●１ ４月２２日に行われた町議会議

員選挙の町全体の投票率は？

　佳７７.５５％　加６６.５５％

　可５５.５５％

●２ 平成１９年町消防演習で放水訓

練が行われた場所は？

　佳山田南小学校

　加山田魚市場

　可山田漁村センター

●３ 冬に吹きつける大浦特有の北

西の強い風は何と呼ばれる？

　佳まるた風　加いかだ風

　可まかだ風

●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、女の子は何人？

　佳１人　加２人　可３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】　５月１８日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ａ、②－Ｃ、

③－Ｃ、④－Ｂでした。応募者

数は４７人で全員正解。抽選の結

果次の１０人が当せんしました。

飯岡＝さわだたくま（７）　船越

＝山﨑梨々花（１１）　田の浜＝白

土立也（１２）、沼崎晴香（？）　織

笠＝佐々木雅也（１０）、黒沢悠真

（１０）、小林八重子（６２）、中村諒

（１０）　大沢＝小山日和（９）　荒

川＝佐藤京子（７５）　　<敬称略>

５月の町長面談日
試日時　５月１６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。

　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。

試日時　５月２７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）

※出店を希望する方は、５月２３

日までにお申し込みください。

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

織笠川・関口川
整備計画を縦覧

　県では、このほど策定した

「織笠川および関口川水系河川

整備計画」の縦覧を行います。

試縦覧場所　役場地域整備課

試問い合わせ　県県土整備部河

川課（察０１９－６２９－５９０３）へ。

日赤の社資を募集
皆さんのご協力を

　日本赤十字社では、６月１日

まで「５月の赤十字運動月間」

を展開します。今年も社資（募

金）のお願いを行政区長を通じ

て行いますので、皆さんのご協

力をお願いします。

試問い合わせ　日赤岩手県支部

山田町分区（役場保健福祉課

内・内線１３２）へどうぞ。

身障者対象の巡回
相談を実施します

試日時　５月１６日（水）

　　　　午後１時半～３時

※受け付けは午後２時までです。

試場所　宮古地区合同庁舎（宮

古市五月町１－２０）

試内容　整形外科（補装具の適

合判定など）

試申込期限　５月９日

試申込先・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。

危険物取扱者の
試験と準備講習

◎危険物取扱者試験

試試験日　７月７日（土）

試試験地　宮古市

試試験種類　甲種、乙種(全類)、

丙種

試願書の配布場所　山田消防署

試受付期間　５月１１日～２１日

試申込先・問い合わせ　除消防

試験研究センター岩手県支部

（察０１９－６５４－７００６）へ。

◎危険物取扱者試験準備講習会

試期日　６月１６日～１７日

試場所　宮古地区広域行政組合

消防本部（宮古市五月町）

試講習種類　乙種第４類および

丙種（講義は乙種第４類を主

体とします）

試申込書の配布場所　山田消防署

試申込期限　６月１５日

試申込先・問い合わせ　宮古地

区危険物安全協会（カメイ㈱

宮古支店内察６２－３６１１）へ。

県職員と警察官の
採用試験あります

　県職員と警察官の採用試験が

実施されます。

◎県職員（Ⅰ種）

試受験資格　①昭和５３年４月２

日から昭和６１年４月１日まで

に生まれた人②昭和６１年４月

２日以降に生まれた人で、大

学を卒業または見込みの人

試試験日　６月２４日（日）

試試験会場　盛岡大学砂込キャ

ンパス大学棟

試試験内容　大学卒業程度の教

養試験、専門試験、論文試験

試申込書の請求先　宮古地方振

興局企画総務部（察６４－２２１１）

◎警察官Ａ（男性、女性）

試受験資格　昭和５３年４月２日

以降に生まれた人で、大学を

卒業または見込みの人

試試験日　７月８日（日）

試試験会場　岩手大学学生セン

ター棟

試試験内容　大学卒業程度の教

養試験、作文試験

試申込書の請求先　宮古警察署

山田交番（察８２－２１５５）

◆受付期間　５月１日～３１日

（インターネットによる申し

込みは５月２５日まで）

◆申込先・問い合わせ　県人事

委員会事務局（察０１９－６２９－

６２４１）へどうぞ。

　Ｂ＆Ｇ町バレーボール大会が

開催されます。

試日時　５月２２日、２３日

　　　　午後６時５０分～

試場所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体

育館

試対象　中学生以上の町民

試内容　６人制バレーボール

試種目　混成の部（女性２人以

上を含む）、女子の部

試参加料　１チーム２,０００円

試申込先・問い合わせ　５月１４

日までに町教育委員会事務局

社会体育担当（察８２－５５０５）へ。

Ｂ＆Ｇバレー大会
皆さんのご参加を


