
【１４】

　療育巡回相談が行われます。

県療育センター職員や宮古児童

相談所職員がお子さんの言葉や

心身の発達に関する相談、発達

検査などの相談に応じます。

試日時　１２月２日（火)

　　　　午前１０時～午後３時

試場所　保健センター

試申込期限　１１月１８日

試問い合わせ　役場保健福祉課

健康づくり担当（内線１６６）へ。

◎全血献血

試期日　１１月６日（木）

試受付時間と場所　午前９時半

～１０時半…道の駅やまだ　

正午～午後１時半…ＪＲ陸中

山田駅　午後２時２０分～３時

…ジョイス山田店　午後３時

５０分～４時半…山田湾漁協

◎成分献血

試日時　１１月１９日（水）

　　　　午前１１時～午後４時

※正午～午後１時は休みます。

試場所　保健センター

試採血時間　４０分～１時間程度

※成分献血にご協力いただける

方は、１１月１４日までに役場保

健福祉課までご連絡ください。

◆問い合わせ　役場保健福祉課

健康管理担当（内線１６０）へ。

お子さんの発達
相談を受け付け

「愛の献血」に
ご協力ください

　柳沢北浜地区土地区画整理事業の工事のため、下記の

区間で交通規制が行われます。

　住民の皆さまにはご不便をお掛けしますが、 迂  回 路を
う かい

ご利用くださいますようお願いいたします。

試期間　１１月５日～来年３月下旬

試規制内容　終日全面通行止め

試問い合わせ　役場地域整備課区画整理担当（察８２－

３１１１内線２５３）へどうぞ。

柳沢地区で工事に伴う
交通規制が行われます
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　山田地区の下水管設計に伴う測量調査を下図の地域で

行います。町から委託を受けた業者が皆さんのお宅の敷

地内で排水などの調査を行いますので、ご協力をお願い

いたします。

試期間　１１月上旬～来年３月下旬

試問い合わせ　役場地域整備課下水道整備担当（察８２－

３１１１内線２１２）へどうぞ。

◆調査区域

下水道工事に伴う調査
業務にご協力ください

　町では糖尿病についての講演

会を開催します。参加を希望す

る方はお申し込みください。

試日時　１１月２７日（木）

　　　　午後１時半～３時半

試場所　保健センター

試講師　箱石恵子さん（日本糖

尿病療養指導士）

試申込期限　１１月２１日

試申込先・問い合わせ　役場保

健福祉課健康づくり担当（内

線１６１）へどうぞ。

糖尿病の講演会
参加しませんか

行政相談あります
試日時　１１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。

　　　　　　　税を考える週間
　１１月１１日から１７日までは、「税を考える週間」です。こ

の機会に税の仕組みや使い道について考えてみませんか。

宮古税務署では、この週間にちなみ税理士による無料相

談を開催します。どうぞお気軽にご利用ください。

試期日　１１月１２日（水）

試場所　各税理士事務所

年末調整説明会を開催

　宮古税務署では、年末調整説明会を開催します。平成

２０年分の年末調整の仕方や法定調書・給与支払報告書の

提出方法などについて説明しますので、税務署から送付

された年末調整関係書類をご持参の上お越しください。

試日時　１１月２０日（木）午後２時～４時

試場所　宮古市民文化会館大ホール

１１月１１日～１７日

宮古税務署からのご案内
◆問い合わせ　宮古税務署（察62－１９２１）へ。

【１５】

１１月の町長面談日
試日時　１１月１７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。

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　１２月１日～来年３

月３１日

試申込方法　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

場総務課に提出してください。

試申込期限　１１月１３日

試問い合わせ　役場住民生活課

住民記録担当（内線１２３）、税

務会計課町民税担当（内線

１１１）へどうぞ。

乳児と保護者対象
離乳食教室を開催

　町では、離乳食教室「もぐも

ぐコアラ教室」を開催します。

試日時　１１月２１日（金）

　　　　午前９時半～正午

試場所　町中央コミュニティセ

ンター

試対象　生後４カ月～１１カ月の

お子さんがいる保護者の方

試内容　離乳食についての講話、

試食、個別相談など

試持参する物　筆記用具、おん

ぶひも、エプロン、お子さん

が普段使っているスプーン

試申込先・問い合わせ　１１月１９

日までに役場保健福祉課健康

づくり担当（内線１６１）へ。

◎イイ歯デーテレホン相談

　岩手県保険医協会では、歯や

口の中の健康に関する無料電話

相談「イイ歯デーテレホン相談」

を開設します。

試電話番号　０１９－６５１－７３４１

試日時　１１月８日（土）

　　　　午前１０時～午後８時

※相談に対する回答は午後７時

以降に協会歯科医師から相談

者に電話します。

試問い合わせ　岩手県保険医協

会歯科部会（察０１９－６５１－７３４１）

へどうぞ。

◎ひきこもり専門相談

　試外出することが少ない試社

会参加活動がない試自宅にこも

りがちな生活を送っている――

人やそのご家族を対象とした専

門相談が行われます。

試日時　１１月１７日（月）

　　　　午後１時半～３時半

試場所　宮古地区合同庁舎（宮

古市五月町）

試申込先・問い合わせ　１１月１２

日までに宮古保健所保健衛生

課（察６４－２２１８）へどうぞ。

◎高齢者・障がい者なんでも１１０番

　高齢者や障がいがある方、そ

のご家族を対象に無料相談が行

われます。相談は電話または面

接で、秘密は固く守られます。

試日時　１１月１９日（水）

　　　　午後１時～５時

試面接場所　岩手県福祉総合相

談センター（盛岡市本町通）

試電話番号　０１９－６２５－０１１０

試問い合わせ　除岩手県長寿社

会振興財団（察０１９－６２６－０１９６）

へどうぞ。

◎労働時間相談ダイヤル

　岩手労働局では、長時間労働

やサービス残業でお困りの方や

そのご家族を対象とした無料相

談ダイヤルを開設します。

試電話番号　０１２０－８９７－７１３

試日時　１１月２２日（土）

　　　　午前９時～午後５時

試問い合わせ　岩手労働局（察

０１９－６０４－３００６）へどうぞ。

各種相談行います
お気軽にご利用をまちで出会ったか

わいい笑顔

●１ ８㌻「わたしのゆめ」に登場

した、たばたゆかちゃんの将

来の夢は？

　佳お花屋さん

　加ケーキ屋さん

　可おもちゃ屋さん

●２ 今年の町民駅伝大会に出場し

た選手の人数は？

　佳５６人　加６５人　可５０６人

●３ １１月３０日と１２月７日に開催さ

れるのは織笠川○まつり？

　佳鮭　加鯨　可蛙

●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４人　加５人　可６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、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】　１１月１８日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ａ、②－Ｂ、

③－Ｃ、④－Ｂでした。応募者

数は３８人で３７人が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝佐々木耀（１３）、熊谷崇臣

（１３）　飯岡＝佐々木麗緒（９） 

船越＝坂本陽和（１２）　田の浜＝

山本京子（６３）　織笠＝小林江理

子（？）　大沢＝前山悠樹（１１） 

豊間根＝福士剛喜（？）、清川惠

子（６０）、芳賀富子（２９）<敬称略>

差し押さえ動産の
公売を実施します

　宮古地方振興局では、差し押

さえ動産の公売を行います。

試期日　１１月７日（金）

試集合時間　午前１０時５０分

試場所　宮古地区合同庁舎１階

第２会議室（宮古市五月町）

試公売物件　スクーター、自転

車、バイク用品など４９点

試代金納付方法　当日現金支払

――公売物件の下見会――

　下見会に参加を希望する方は

事前にお申し込みください。

試日時　１１月６日（木）

　　　　午後１時～５時

◆申込先・問い合わせ　宮古地

方振興局税務部（察６４－２２１２）

へどうぞ。

　白石中山間地域等直接支払協

定組合（越田正一郎組合長）で

は、そば打ち体験を行います。

試日時　１１月２２日（土）

　　　　午前９時～

試場所　田子の木生活改善セン

ター

試参加料　３００円

試申込期限　１１月１９日

試申込先・問い合わせ　白石中

山間地域等直接支払協定組合

（越田察８２－９２９７）へどうぞ。

そば打ち体験に
挑戦しませんか

　１１月９日は「１１９番の日」で

す。１１９番通報をするときは、次

の５つのポイントを踏まえ、落

ち着いて正確に伝えましょう。

①火災・救急などの種別②発生

場所の住所や目標物③火災・事

故などの状況、けが人や患者の

状態など④けが人・通報者の氏

名・電話番号⑤携帯電話から通

報した場合は消防署から照会す

ることもあるため、電源を切ら

ずその場から離れないでください。

試問い合わせ　山田消防署（察

８２－３１３９）へどうぞ。

「１１９番通報」は
落ち着いて正確に


