
【１４】

　町立図書館では、図書展「偉

人を支えた女性たち～岩手ゆか

りの人物を知る」を開催します。

試期間　１０月３日～１２日

試時間　午前９時～午後５時

試場所　町立図書館

試内容　本県出身の偉人と彼ら

を支えた女性たちに関する資

料約７０点の展示

※展示本の貸し出しはしません。

試問い合わせ　町立図書館（町

中央コミュニティセンター内

察８２－３４２０）へどうぞ。

◎マレットゴルフ秋季大会

試日時　１０月１９日（日）

　　　　午前８時半～

試場所　豊間根桜野地区マレッ

トゴルフ場

試参加料　１,５００円

試申込期限　１０月１５日

試申込先・問い合わせ　山田町

マレットゴルフ協会事務局

佐々木建彦（ファクス兼察８６

－２９７７）へ電話かファクスで

お申し込みください。

◎パークゴルフ教室

試日時　１０月１２日（日）

　　　　午後１時～

試場所　船越家族旅行村パーク

ゴルフ場（入江田沼東側）

試対象者　４０歳以上の町民４０人

試参加料　３００円（用具代含む）

試参加方法　直接会場へお越し

ください。

試問い合わせ　船越家族旅行村

（察８４－２１９２）へどうぞ。

本県出身の偉人に
関する図書展開催

スポーツに参加し
健康づくりしよう

　山田町シルバー人材センター

では、高齢者の就業を支援する

ため技能講習会を開催します。

◎造園（緑地保全管理）

試期間　１１月１０日～１４日

試時間　午前９時～午後４時

試内容　庭木の 剪  定 （枝切り・
せん てい

刈り込み）など

◎室内装飾（補修）

試期間　１１月１７日～２１日

試時間　午前９時～午後４時

試内容　障子や襖の張り替え、

修理調整など

◆場所　山田町シルバー人材セ

ンター

◆対象者　５５歳～６５歳の町民

◆受講料　無料

◆定員　各２０人

◆申込期間　１０月２日～１０日

◆申込先・問い合わせ　山田町

シルバー人材センター（察８２

－３３８１）へどうぞ。

各種講習で技術を
身に付けませんか

　「オータムジャンボ宝くじ」が

販売されています。この宝くじ

の収益金は販売実績や市町村数、

人口などに応じて各都道府県に

配分され、市町村振興のための

基金として積み立てられた後、

環境対策や少子高齢化対策など、

市町村の明るく住みよいまちづ

くりのために使われます。

試販売期限　１０月１７日（金）

試抽せん日　１０月２２日（水）

オータムジャンボ
１０月１７日まで販売

◆消防防災課　試主事・菊池俊

介　試主事・田代寛八

１０月１日付で町
職員の人事異動

全血献血行います
皆さんのご協力を

試期日　１０月７日（火）

試時間と場所

　午前９時半～１１時　役場前

　午後０時半～２時　平安荘

　午後３時～４時　和田工業㈱

試問い合わせ　役場保健福祉課

健康管理担当（内線１６０）へ。

　幼児期の食事について楽しく学びませんか。当日は、

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　１０月１５日（水）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、おんぶひも、その

ほかお子さんの外出に必要な物

◆申込期限　１０月１０日

◆申込先　役場保健福祉課健康づくり担当（察８２－３１１１

内線１６１）

◆対象地区　船越、田の浜、大浦、織笠、大沢地区（山

田、豊間根地区は来年度実施します）

◆対象年齢　乳がん検診…４０歳以上（昭和４４年３月３１日

以前に生まれた人）　子宮がん検診… ２０歳以上（平成元

年３月３１日以前に生まれた人）

◆検診料　乳がん検診…２,０００円

　　　　　子宮がん検診…１,３００円

◆持参する物　乳がん検診…バスタオル

　　　　　　　子宮がん検診…スカート

　乳がん・子宮がん検診が実施されます。対象となる方

は忘れずに受診しましょう。

◆日程〔１０月〕

受 付 時 間会　　　場期　日

午前９時半～１０時半
午後１時～２時

大浦漁村センター９日

　　　　〃保 健 セ ン タ ー
１０日、１４日、
１６日、１７日

　町では、６５歳以上で、１０月から１２月の間にインフルエ

ンザの予防接種を希望する方を対象に、接種料金の一部

を助成します。接種を希望する方は、直接下記の接種医

療機関にお申し込みください。

◆対象　平成２０年１０月１日現在の年齢が６５歳以上の人

◆接種医療機関　井上医院、近藤医院、後藤医院、熊谷

医院、うらべ内科クリニック、県立山田病院

※町外の施設などで接種を希望する方は、役場保健福祉

課にご相談ください。

◆助成額　１人につき１,５００円（上限）

◆自己負担額　県立山田病院…２,８６０円

　　　　　　　そのほかの医療機関…１,５００円

◆持参する物　老人健康手帳または健康手帳

保健のコーナー
◆問い合わせ　役場保健福祉課健康管理担当
　または健康づくり担当（察８２－３１１１内線１６１）

●１ 本号のみんなのスペースに掲

載されたイラストの枚数は？

　佳１６枚　加１７枚　可１８枚

●２ 船越の 々木タキ子さんが認

定されたのは岩手県○の匠？

　佳衣　加食　可住

●３ 本年の県サッカースポ少大会

でベスト４入りしたチームは

ＦＣ○○ヴェルエーニ？

　佳山本　加山崎　可山田

●４ 今号の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん８人

のうち、男の子は何人？

　佳３人　加４人　可５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】　１０月１７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３６人で３４人が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝堀合心（６）　八幡町＝武

藤美保子（２４）、小林祐真（１１）　

飯岡＝阿部汐（２８）、狩元巧陽

（１１）　船越＝佐々木房子（６３）　

織笠＝佐々木雅也（１１）　大沢＝

鳥居和子（７２）　豊間根＝沼崎優

花（？）　神奈川県川崎市＝外木

久（２５）　　　　　　　<敬称略>

【１５】

１０月の町長面談日
試日時　１０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。

健康づくり標語
募集しています

　岩手県国民健康保険団体連合

会では、健康づくりに関する標

語を募集しています。

試応募作品　諮生活習慣病予防

の推進諮ウオーキングなど運

動の推進諮歯科保健の推進

――に関する標語

試応募資格　県内在住の人

試応募方法　応募作品（１人５

題まで）と住所、氏名（ふり

がな）、性別、年齢、職業（小・

中・高校生は学校名と学年）、

電話番号を明記のうえ、郵便

はがきまたはファクスで応募

してください。

試応募期限　１０月３１日

試賞品　入賞者には賞品として

３０,０００円～１０,０００円分の旅行

券が贈呈されます。

試応募先・問い合わせ　岩手県

国民健康保険団体連合会健康

推進課（〒０２０－００２５盛岡市大

沢川原三丁目７－３０ 察０１９

－６２３－４３２４ ファクス０１９

－６２２－１６６８）へどうぞ。

“傾聴”についての
講演会開かれます

　悩みや不安をお持ちの方の話

に耳を傾け、心を癒やす“傾聴”

についての講演会を開催します。

試日時　１０月２７日（月）

　　　　午後１時１５分～

試場所　町中央公民館

試講師　鈴木絹英さん（ＮＰＯ

法人ホールファミリーケア協

会理事長）

試申込期限　１０月２２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１６５）へどうぞ。

　はまなす学園では、学園祭を

開催します。皆さんのご来場を

お待ちしています。

試日時　１０月１２日（日）

　　　　午前９時～午後２時

試場所　一休館（花まりん内）

※雨天の場合は、はまなす学園

試内容　利用者の作品販売、屋

台村、ステージショー（山田

大神楽や八木節、学園利用者

やわかき保育園の園児による

踊りなど）

試問い合わせ　はまなす学園

（察８４－３２３１）へどうぞ。

はまなす学園祭に
皆さんのご来場を

◆お祭りの取材、ファインダー越

しに見ると舎人や踊り手の表情も

また違って見えます。熱気に圧倒

され、シャッターを切るのを忘れ

ることも。たくさんの表情に出会

い、感動の２日間でした。

◆先日、不注意で左手にお湯をか

けてやけどしてしまったのですが、

そのとき手を水道で冷やしながら

「これってピンボケのネタに使え

るかな」と考えてしまった自分が

ちょっと悲しくなりました。

●文 

●和 

　県では、１０月１１日～１７日の違

反建築防止週間にちなみ、下記

のとおり建築に関する相談所を

開設します。また、１６日には県

下全域で公開一斉パトロールを

実施します。

◎建築相談所

試期間　１０月１４日～１７日

試時間　午前９時～午後５時

試場所　宮古地方振興局土木部

（察６４－２２２１）

試問い合わせ　役場地域整備課

建築住宅担当（内線２５４）へ。

１０月１４日～１７日に
建築相談所を開設

各種相談あります
お気軽にご利用を

◎行政相談

試日時　１０月１６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

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。

◎特設人権相談

試日時　１０月８日（水）

　　　　午前１０時～午後３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、近隣関係、差別、いじめ、

虐待など人権に関する相談

試相談員　人権擁護委員

試問い合わせ　役場住民生活課

住民相談担当（内線１２８）へ。

◎交通事故巡回相談

　交通事故や保険の請求などで

お困りの方は、ご相談ください。

試日時　１０月１５日（水）

　　　　午後１時～３時

試場所　釜石地区合同庁舎（釜

石市新町）

試申込期限　１０月１４日

試申込先　釜石地方振興局企画

総務部（察０１９３－２５－２７０１）

試問い合わせ　県立県民生活セ

ンター（察０１９－６２４－２５８６）へ。

　山田中学校吹奏楽部では、第

１２回チャリティーコンサートを

開催します。どなたでも楽しめ

るステージを準備していますの

で、お気軽にご来場ください。

試日時　１０月１３日（祝）

　午後２時～（午後１時半開場）

試場所　町中央公民館大ホール

試入場料　無料（当日は、会場

で募金活動を行いますので、

ご協力をお願いします）

試問い合わせ　山田中学校吹奏

楽部（察８２－２６１１）へどうぞ。

山田中吹奏楽部の
演奏会開催します

　水道の検針時にお渡しする

「使用水量・料金等のお知らせ」

の内容を一部変更しました。主

な変更点は、前々月分と前年同

月分の使用水量の項目を追加し

たもので、使用量の異常な増加

による漏水の疑いを確認するこ

とができます。裏面に漏水チェッ

クの方法を記載してありますの

で、ご利用ください。

　なお、漏水を発見した場合は、

お早めに町指定の給水装置工事

業者に修理を依頼してください。

試問い合わせ　町水道事業所

（内線２２３）へどうぞ。

水道のお知らせで
漏水のチェックを


