
試募集科と定員

・自動車システム科…若干名

・金型技術科…若干名

試受験資格　高校卒業（平成２０

年３月卒業見込みを含む）ま

たは同等以上の学力を有する人

試受付期限　３月２８日（定員に

なり次第締め切ります）

試願書の請求先・問い合わせ　

県立宮古高等技術専門校（〒

０２７－００３７　宮古市松山８－

２９－３　察６２－５６０６）へ。

　町では、期限付臨時職員を募

集します。選考方法は書類（履

歴書）審査と面接です。申し込

み希望の方は、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。

　一般事務補助

試募集人数　女性１人

試勤務場所　保健福祉課

試応募資格　町内に住所があり、

パソコン操作のできる女性

※乳がん検診などに従事するた

め、女性に限ります。また、

検診の受け付け事務などのた

め、早出出勤があります。

試申込期限　３月１３日

試面接予定日　３月１９日

　鯨と海の科学館臨時職員

試募集人数　２人

試勤務場所　鯨と海の科学館

試応募資格　町内に住所があり、

パソコン操作のできる人

試業務内容　受け付け業務、館

内ガイドや出入り誘導など館

内業務全般の補助

※土・日曜日、祝日、ゴールデ

ンウイークは勤務となります。

試申込期限　３月１３日

試面接予定日　３月１８日

◆賃金　日額５,４００円

◆任用期間　４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。

◆問い合わせ　一般事務補助…

役場保健福祉課健康管理担当

（内線１６１）　鯨と海の科学館

臨時職員…町中央公民館（察

８２－３２１２）へどうぞ。

試期日　３月７日（金）

試時間と場所　午前９時半～１１

時…町役場前　午後零時半～

２時…平安荘前　午後３時～

４時…県立山田病院前

試問い合わせ　役場保健福祉課

　健康管理担当（内線１６１）へ。

　宮古税務署（察６２－１９２１）に

電話をおかけいただければ、音

声案内により「電話相談セン

ター」におつなぎします。「電話

相談センター」では、国税に関

する一般的な相談のほか、３月

１７日までの間は、確定申告に必

要な書類の案内、確定申告書の

用紙類の送付依頼受け付けなど、

確定申告に関するご質問やご相

談をお受けしています。

　また、税について知りたいと

きは、いつでも手軽に税情報を

入手できる「国税庁ホームペー

ジ」（http://www.nta.go.jp）が

便利です。

　最近、緊急地震速報の受信装

置設置の義務化を偽ったり、気

象庁の名をかたった訪問やアン

ケート調査などの行為が、全国

的に発生しています。気象庁で

は受信装置の設置に直接伺った

りすることはありません。また、

アンケート調査でご家庭を直接

訪問したり、個人情報の記入を

お願いしたりすることはありま

せんので、ご注意ください。

試問い合わせ　気象庁地震火山

部管理課（察０３－３２１２－８３４１）

へどうぞ。

まちづくり推進協
委員の一部を募集

　県では、ひとにやさしいまち

づくり推進協議会委員の一部を

募集します。

試応募資格　県内に住所がある

２０歳以上（平成２０年４月１日

現在）の人（公務員、福祉・

教育・保健医療分野の職業に

就いている人などは除く）

試募集人数　３人

試委員の役割　協議会に出席し、

ひとにやさしいまちづくりの

推進に関し意見を述べること

試任期　任命の日から２年間

試応募方法　役場保健福祉課に

備え付けの申込書に必要事項

を記入し、応募動機など（８００

字）を添えて、郵便、ファク

スで応募してください。

試応募期限　３月１４日

試応募先・問い合わせ　県保健

福祉部地域福祉課（〒０２０－

８５７０盛岡市内丸１０番１号　

察０１９－６２９－５４３８　Fax０１９

－６２９－５４２９）へどうぞ。

国家公務員の採用
試験を実施します

　人事院では、国家公務員採用

Ⅰ種試験およびⅡ種試験（いず

れも大学卒業程度）を実施します。

試受験資格　Ⅰ種…①昭和５０年

４月２日から６２年４月１日ま

でに生まれた人②昭和６２年４

月２日以降に生まれ、大学を

卒業または平成２１年３月まで

に卒業見込みの人　

Ⅱ種…①昭和５４年４月２日か

ら６２年４月１日までに生まれ

た人②昭和６２年４月２日以降

に生まれ、大学、短大、高専

を卒業または平成２１年３月ま

でに卒業見込みの人

試受付期間　Ⅰ種…４月１日～

８日　Ⅱ種…４月１１日～２２日

試試験日　Ⅰ種…５月４日(日)

Ⅱ種…６月２２日（日）

試受験案内請求先・問い合わせ

人事院東北事務局第二課試験

係（〒９８０－００１４　仙台市青

葉区本町３－２－２３　察０２２

－２２１－２０２２）へどうぞ。

成人識別たばこ自動販売機

今年５月までに順次稼働

購入の際に専用カードが必要
　未成年者の喫煙防止のため、今年５月までにたばこ

自動販売機が「成人識別たばこ自動販売機」に変わり

ます。たばこを購入する際には、成人のみに発行され

る専用のＩＣカード「 taspo 」が必要になります。皆さ
タスポ

んのご理解とご協力をお願いします。

◆タスポの申し込み方法　たばこ販売店などに備え付

けの申込書に必要事項を記入の上、所定の位置に

「顔写真」と運転免許証など「本人確認書類のコピー」

を貼り、返信用封筒に入れてご投函ください。

◆問い合わせ　社団法人日本たばこ協会未成年者喫煙

防止対策室（察０３－５４０８－１４５２）へどうぞ。

【１４】

全血献血あります
皆さんのご協力を

県立宮古高等技術
専門校で生徒募集

緊急地震速報の
詐欺にご注意を

宮古税務署で電話
相談など受け付け

町の期限付臨時
職員を一般公募

青年国際交流事業
参加団員を募集中

　内閣府では、青年国際交流事

業の参加団員（１８歳～３５歳）を

募集します。

◎国際青年育成交流

試訪問国　バルト三国（エスト

ニア、ラトビア、リトアニア）、

カンボジア、ドミニカ共和国、

ラオスのうち１カ国（バルト

三国の場合は３カ国）

試実施期間と募集人員　９月７

日～２７日…６０人（各国１５人）

◎日本・中国青年親善交流

試訪問国　中国

試実施期間と募集人員　９月９

日～２７日…２５人

◎日本・韓国青年親善交流

試訪問国　韓国

試実施期間と募集人員　９月１３

日～２７日…２５人

◎世界青年の船

試訪問国　ニュージーランド、

トンガ

試実施期間と募集人員　来年１

月２３日～３月３日…１２０人

◎東南アジア青年の船

試訪問国　ブルネイ、インドネ

シア、フィリピン、タイ、ベ

トナム

試実施期間と募集人員　１０月２２

日～１２月１０日…４０人

◆事業説明会

・日時　３月１６日（日）

　　　　午前１０時～

・場所　いわて県民情報交流セ

ンター（アイーナ）

◆申込書類の配布先　町教育委

員会事務局国際交流担当（内

線３３２）

◆申込期限　３月２８日

◆申込先・問い合わせ　県環境

生活部青少年・男女共同参画

課（察０１９－６２９－５３４８）へ。

まちで出会ったかわいい笑顔

●１ うんめーごっつぉー試食審査
会一般の部のグランプリ作品は、
｢○○○わかめようかん｣？
　佳クルミ
　加ミルク
　可ミリン
●２ ２月１６日に開かれた親子読書
フォーラムの出席者は？
　佳１００人　加２００人　可３００人
●３ 「成人識別たばこ自動販売機」
で、たばこを購入する際に必
要となるＩＣカードは？
　佳タバコ
　加ポスト
　可タスポ
●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、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】　３月１９日（当日消
印有効）
☆前回の正解は①－Ｃ、②－Ｂ、
③－Ａ、④－Ｂでした。応募者
数は３２人で３０人が正解。抽選の
結果次の１０人が当せんしました。
長崎＝阿部祥子（１１）、佐々木玲
衣（６）　船越＝黒澤怜（１０）　田
の浜＝佐々木三津枝（４５）、佐藤
浩子（？）　織笠＝福士亮佑（５）、
小林江理子（？）　大沢＝福士直
美（？）、鈴木美恵子（４６）　豊間
根＝大町陽子（４８）　　<敬称略>

スポーツ安全保険
万が一に備えよう

　平成２０年度のスポーツ安全保

険の加入を受け付けています。

万が一の事故に備え、皆さんも

加入しませんか。

試加入対象　スポーツ活動、文

化活動、ボランティア活動な

どを行う５人以上の団体

試対象事故　諮所属団体の活動

計画に基づいた、団体活動中

の事故諮集合・解散場所と自

宅との往復移動中の事故

試申込用紙の配布先　町教育委

員会事務局社会体育担当（内

線６２６）

※インターネット(http://www. 

sportsanzen.org）での加入手

続きもできます。

試申込先・問い合わせ　財団法

人スポーツ安全協会岩手県支

部（察０１９－６４８－０４００）へ。

日本画クラブで
「早春展」を開催

試期間　３月１７日（月）まで

試時間　午前９時～午後４時

試場所　町中央公民館ロビー

試内容　やまだ日本画クラブ会

員の作品１６点の展示

試問い合わせ　町教育委員会事

務局文化担当（内線６２４）へ。

　｢ひきこもり｣の原因はさまざ

まで、心の病が影響している場

合もあれば、はっきりとした理

由が分からない場合も少なくは

ありません。誰にでも起こる状

態であり、早めの相談が回復へ

の道筋になります。「ひきこも

り」に関する相談がある場合は、

下記へお問い合わせください。

試問い合わせ　宮古保健所保健

衛生課（察６４－２２１８内線２３４）

または役場保健福祉課地域福

祉担当（内線１３３）へどうぞ。

試日時　３月２８日（金）

　　　　午後１時～４時

試場所　いわて県民情報交流セ

ンター（アイーナ）

試対象　中学生から一般まで

試演題　「青少年のターニング・

ポイント：神学と就職への対

応」

試副題　「クロカン」「ドラゴン

桜」「銀のアンカー」にみる青

少年の自立

試講師　三田紀房さん(漫画家・

北上市出身）

試入場料　無料

試問い合わせ　盛岡地域若者サ

ポートステーション運営協議

会（岩手県公会堂１６号室察

０１９－６２５－８４６０）へどうぞ。

3月の町長面談日
試日時　３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。

3月の行政相談日
試日時　３月27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。

　最近、「家の中でつまずくこと

が多くなった」「気が付くと壁や

家具につかまっている」などの

経験はありませんか。体を休ま

せ、心を癒やすはずの家なのに、

あなたの家族、介護してくれる

方にストレスを与えるようでは

いけません。あなたの家をより

快適にするために、リフォーム

相談員に相談してみましょう。

一般的な内容の相談は無料で、

介護保険による住宅改修の相談

にも応じています。

試相談員名簿の閲覧場所　県内

各市役所・町村役場・県庁・

振興局の福祉・住宅担当窓口、

地域包括支援センター、在宅

介護支援センターなど

試問い合わせ　県県土整備部建

築住宅課（察０１９－６５１－３１１１

ホームページhttp://www.pref. 

iwate.jp/~hp０６０８/）へどうぞ。

【１５】

青少年キャリア
教育講演会開催

住宅リフォームを
お考えの高齢者に

ひきこもり相談
窓口のご利用を


