
【２２】

　日本赤十字社岩手県支部では、

岩手・宮城内陸地震で被災され

た方々に対する義援金の募集期

間を延長しました。義援金は郵

便振替のほか、役場保健福祉課

の窓口でも受け付けています。

試郵便振替口座

・口座番号　０２２５０－３－９２３２１

・口座名義　日本赤十字社岩手

県支部

※通信欄には、「岩手・宮城内陸

地震　岩手県」と明記してく

ださい。

試受付期限　８月３１日

試問い合わせ　役場保健福祉課

地域福祉担当（内線１３２）へ。

　放送大学岩手学習センターで

は、平成２０年度第２学期生（１０

月授業開始）を募集します。放

送大学は衛星放送やビデオテー

プなどを利用して自宅で授業を

受ける通信制の大学です。全科

履修生として４年以上在学し、

所定の単位数を修得すれば、学

士（教養）の学位が取得できま

す。入学試験もありませんので、

どなたでも学べます。

試入学資格と入学料

・全科履修生（４年間）…１８歳

以上・２２,０００円

・選科履修生（１年間）…１５歳

以上・８,０００円

・科目履修生（６カ月間）…１５

歳以上・６,０００円

試授業料　１科目１１,０００円（教

材費を含みます）

試受付期限　８月３１日

試申込先・問い合わせ　放送大

学岩手学習センター（岩手大

学内察０１９－６５３－７４１４）へ。

　県では、宮古地域介護・保健

福祉協議会の委員を募集します。

試募集人数　２人

試応募資格　昭和４３年４月２日

以前生まれで、宮古管内に住

んでいる方（公務員や保健、

福祉、医療の現場に職業とし

て従事している方は除きます）

試委員の業務　宮古地域介護・

保健福祉協議会に出席し、宮

古地域の保健福祉施策などに

ついて意見・提言を行う

試任期　９月から来年３月３１日

まで

試応募方法　宮古地方振興局保

健福祉環境部に備え付けの応

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　８月２９日

試応募先・問い合わせ　宮古地

方振興局保健福祉環境部（察

６４－２２１３）へどうぞ。

試職種と応募資格

・一般曹候補生…１８歳以上２７歳

未満の男子・女子

・航空学生…１８歳以上２１歳未満

の男子・女子（高校卒業以上

または卒業見込みの人）

・２等陸・海・空士…１８歳以上

２７歳未満の女子（男子は年間

を通じて募集しています）

試試験日　９月１６日から２９日ま

でのうち、１日か２日間（職

種により異なります）

試試験会場　申し込み受け付け

時にお知らせします。

試受付期間　８月１日～９月１０日

試申込書の請求先・問い合わせ

自衛隊宮古地域事務所（察６３

－３８８１）へどうぞ。

　第５５回岩手県相撲選手権大会

が開催されます。参観は自由で

すので、皆さんご来場ください。

試日時　８月１０日（日）

　　　　午前９時～

試場所　前須賀公園相撲場

試問い合わせ　大会事務局（安

海光雪察０１９－６４１－８２７７）へ。

◎山田町戦没者追悼式を開催

　山田町戦没者遺族連合会と町

では、戦没者を追悼し恒久平和

を誓うため、戦没者追悼式を開

催します。

試日時　８月２３日（土）

　　　　午後１時半～

試場所　町中央公民館大ホール

試式典の方式　無宗教、献花方式

◎８月１５日は黙とうにご協力を

　先の大戦における全戦没者に

対し、国を挙げて追悼の意を表

わすとともに平和を祈念するた

め、８月１５日の「戦没者を追悼

し平和を祈念する日」に、政府

主催の全国戦没者追悼式が日本

武道館で開催されます。本町で

も正午の黙とうに合わせサイレ

ンを吹鳴しますので、町民一人

一人がそれぞれのご家庭、職場

などで黙とうを捧げられますよ

うご協力をお願いします。

◆問い合わせ　役場保健福祉課

地域福祉担当（内線１３３）へ。

　税関では、戦後海外から引き

揚げてこられた方々からお預か

りしている未返還の保管証券類

をお返ししています。家族の方

でも請求できますので、心当た

りの方はお問い合わせください。

試返還する物　・帰国の際に上

陸地の税関または海運局に預

けた通貨や証券　・帰国前に

樺太、満州にあった在外公館

または日本人自治会に預けら

れた通貨や証券などで、日本

に返還されたもの

試問い合わせ　宮古税関支署

（察６２－６５５９）へどうぞ。

　戦時中、事変地や戦地の区域

に派遣された旧日本赤十字社救

護看護婦または旧陸海軍従軍看

護婦の方に対し、内閣総理大臣

名の書状を贈呈していますので、

該当する方はご連絡ください。

なお、慰労給付金受給者は対象

になりません。

試請求期限　来年３月３１日

試連絡先・問い合わせ　総務省

大臣官房管理室業務担当（察

０３－５２５３－５１８２）へどうぞ。

　平和祈念事業特別基金では、

恩給欠格者、戦後強制抑留者、

引揚者に特別慰労品を贈呈して

います。請求期限が来年の３月

３１日までとなっていますので、

お早めに請求してください。

※引揚者は終戦の日まで引き続

き１年以上外地で生活したご

家族全員が対象となりますが、

恩給欠格者と戦後強制抑留者

についてはご本人以外は対象

になりません。

試請求先・問い合わせ　独立行

政法人平和祈念事業特別基金

（察０１２０－２３４－９３３）へ。

　県立美術館では、遠方にお住

まいの皆さんに美術品や企画展

を気軽にお楽しみいただくため、

無料バスツアーを開催します。

どうぞご利用ください。

試期日　８月２１日、２４日

試日程　往路：午前７時１５分

ＪＲ陸中山田駅前発⇒１０時半

県立美術館着（午後２時２０分

まで見学）復路：午後２時半

県立美術館発⇒５時４５分　Ｊ

Ｒ陸中山田駅前着

※昼食は見学時間内に各自で済

ませてください。

試定員　４５人（参加者が２０人に

満たない場合は中止すること

があります）

試観覧料　一般８００円、高校生

５００円、小・中学生３００円

試申込期限　８月６日

試申込先・問い合わせ　県立美

術館（察０１９－６５８－１７１１）へ。

恒久平和祈念し
戦没者の追悼を

通貨・証券などを
引き揚げ者に返還

岩手宮城内陸地震
義援金を受け付け

放送大学で学ぼう
第２学期生を募集

地域の保健・福祉
協議会の委員公募

自衛官の採用試験
９月に実施します

戦地での衛生勤務
従事者へ書状贈呈

県の相撲選手権
大会にご来場を

特別慰労品の請求
手続きはお早めに

無料バスに乗って
美術館を楽しもう

まちで出会ったか
わいい笑顔

●１ ７月１９日に開かれた「ふる里山

田同郷の会」の参加者数は？

　佳２０人　加１２０人　可２１０人

●２ １６㌻「ぼくのゆめ」に登場し

た、いまいせいやくんの将来

の夢は？

　佳消防士

　加警察官

　可パイロット

●３ ７月２３日に轟木児童館へ布ぞ

うりを贈ったのは○○の会？

　佳朝市　加昼市　可夕市

●４ 今号の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん６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、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】　８月１８日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－Ｂ、②－Ｃ、

③－Ａ、④－Ｂでした。応募者

数は４１人で４０人が正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝堀合悠斗（８）　八幡町＝

佐々木信幸（？）　長崎＝横田光

雄（６５）、中村瑞季（７）　飯岡

＝佐々木順子（４５）　船越＝山﨑

歩実（８）、田口樹奈（２４）　豊

間根＝村上ケイ子（５８）　荒川＝

佐藤渉（５）　埼玉県川口市＝田

口勇一（２４）　　　　<敬称略>

【２３】

◎郷土史講座

　南部相撲の育成発展に当たっ

た江戸時代末期の行事長瀬越後

の 末  裔 、北浜町の長瀬家を訪問
まつ えい

し、古文書調査を行った木梨雅

子先生（奈良女子大助教授）を

講師に招き、郷土史講座を開催

します。どうぞご来場ください。

試日時　８月９日（土）

　　　　午後２時半～４時半

試場所　船越公民館

試内容　南部相撲物語「南部角

芝土俵と長瀬家」

試受講料　無料

◎パッチワーク教室

　初心者を対象にしたパッチ

ワーク教室を開催します。お気

軽にご参加ください。

試期日　９月８日、２２日、２９日、

１０月６日（いずれも月曜）

試時間　午後１時半～４時

試場所　船越公民館

試内容　手さげ作り

試参加料　１,８００円（材料代）

試定員　１０人（先着順）

試申込期限　８月７日

◆申込先・問い合わせ　船越公

民館（察８４－３２３２）へ。

船越公民館で各種
講座開催されます

各種相談あります
お気軽にご利用を

　財団法人岩手県下水道公社で

は、排水設備責任技術者試験を

実施します。

試受験資格

・下水道に関する技術上の実務

経験が１年以上ある高校卒業

以上の人

・土木工事の実務経験が５年以

上ある人

試試験日時　１０月２６日（日）

　　　　午後１時～４時４０分

試試験会場　岩手産業文化セン

ター・アピオ（滝沢村）

試受験料　３,０００円

試申込期限　８月２９日

試申込先・問い合わせ　役場地

域整備課下水道庶務担当（内

線２１２）へどうぞ。

排水設備技術者の
試験実施されます

　宮古地区広域行政組合では、

不用になった衣類やおもちゃな

どの再利用を促進するため、フ

リーマーケットを開催します。

試日時　８月３１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への出

店を希望する方は、８月２５日ま

でに電話でお申し込みください。

試出店資格　宮古管内に住む人

試売場面積　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。

◆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。

◎行政相談

試日時　８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　８月２０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　８月２０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　８月１９日

試申込先　釜石地方振興局企画

総務部（察０１９３－２５－２７０１）へ。

試問い合わせ　県立県民生活セ

ンター（察０１９－６２４－２５８６）へ。

◎自動車保険請求相談センター

　日本損害保険協会では全国に

相談センターを設置し、交通事

故の解決でお困りの方の相談に

無料で応じています。

試相談日　土曜、日曜、祝日を

除く毎日

※弁護士相談日は毎月第２・第

４水曜日（予約制）

試時間　午前９時～正午、午後

１時～５時

試相談内容　自動車損害賠償責

任保険、賠償問題の解決など

試相談先・問い合わせ　盛岡自

動車保険請求相談センター

（盛岡市中央通２－２－５察

０１９－６２４－２５８６）へどうぞ。

　岩手県障害者技能競技大会が

開催されます。

試日時　９月２８日（日）

　　　午前９時～午後３時

試場所　県立産業技術短期大学

校（紫波町）

試種目　パソコン（ワープロ）、

パソコン（表計算）、洋裁、縫

製、木工、喫茶サービス

試対象　平成５年４月２日以前

生まれで、障害者手帳などを

お持ちの方や知的障がいがあ

る方

試参加料　無料

試申込期限　８月２５日

試申込先・問い合わせ　鋤岩手

県雇用開発協会（察０１９－６５２

－８０８０）へどうぞ。

８月の町長面談日
試日時　８月１９日（火）

　　　　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。

フリーマーケット
宮古で開催します

県内の障がい者の
技能競技大会開催


