
した。また、「かがやき」は豊間根小の３年生５人が

制作した学級新聞で、学習発表会の成功を喜ぶ記事

や音楽発表会への取り組みの様子など、学校生活の

楽しさが伝わる４㌻で構成されています。

　このほか、小学校個人新聞・３年の部で山崎栞さ

ん（豊間根小）が優秀賞、川村仁美さん（山田南小）

が優良賞に選ばれています。

　県新聞教育研究協議会（川村久子会長）

が主催する県小・中学校新聞コンクールの

小学校・学校新聞の部で大沢小学校の「海

よ光れ」と同学級新聞１・２・３年の部で

豊間根小の「かがやき」が最優秀賞を受賞

しました。昨年４月から１１月までに学校や

学級、個人で作成された新聞が対象となる

同コンクールの小学校部門には、３３校から

７４４点の応募がありました。３年連続での

最優秀賞受賞となる「海よ光れ」は大沢小

児童会執行部９人が制作する月刊の学校新

聞で、出品した１０月号は、全校表現劇「海

よ光れ」についての全校児童アンケートな

ど魅力ある６㌻で構成。児童自ら企画や取

材、執筆を行いました。児童会長の福士泰

佳さん（６年）は「これからもみんなが読

みたい記事や、学校を良くするような新聞

を作りたい」とさらなる意欲に燃えていま

学校新聞の部で最優秀賞に選ばれた大沢小の皆さん

学級新聞１・２・３年の部で最優秀
賞に選ばれた豊間根小の皆さん 大

沢
小
と
豊
間
根
小
が
最
優
秀
賞

【１０】

県 小・中 学 校
新聞コンクール

運動普及講習会に
皆さんのご参加を

　町では、健康づくりや生活習

慣病予防に欠かせない運動の習

慣化を目的に運動普及講習会を

開催します。体の自然な動きを

利用した有酸素運動（ナチュラ

ルエクササイズ）ですので、無

理なく運動することができます。

お気軽にご参加ください。

試期日　１月２８日、２月４日、

　２月１８日（全３回）

試時間　午後１時半～３時半

試場所　町中央公民館小ホール

試内容　講話、運動実技

※動きやすい服装、運動靴でお

　越しください。

試講師　菅原直美さん（エアロ

ビクスインストラクター）

試持参する物　汗ふきタオル、

バスタオル、飲み物

試申込期限　１月２１日

※託児室の利用を希望する方は、

申込時にご連絡ください。

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。

110番は慌てず
正確に伝えよう

　１月１０日は「１１０番の日」で

す。「１１０番」は県内のどこから

かけても、すべて盛岡市にある

警察本部の「通信指令室」につ

ながります。通信指令室では、

通報者からの事件・事故などに

関する通報内容を聞きながら、

同時に無線でパトカーなどを現

場に急行させます。通報する際

は、諮何があったか諮どこで諮

いつごろ諮犯人は、相手は諮今、

どうなっているか──などを慌

てず正確にお伝えください。

　相談電話は「＃９１１０」へ

　警察では、緊急を要しない相

談を受け付ける総合相談電話と

して、全国共通の専用ダイヤル

「＃９１１０」を設置しています。

防犯や暴力、交通事故に関する

悩み事、行方不明者の捜索、運

転免許に関する問い合わせなど、

緊急時以外の相談、要望、照会

をする際にご利用ください。

◆問い合わせ　宮古警察署山田

　交番（察８２－２１５５）へどうぞ。

発　効　日時　間　額区　　　分

平成１９年１２月２２日692円
鉄鋼業、金属線製
品、その他の金属
製品製造業

岩
手
県
産
業
別
最
低
賃
金

〃676円

電気機械器具、情
報通信機械器具、
電子部品・デバイ
ス製造業

〃679円
光学機械器具・レ
ンズ、時計・同部
分品製造業

平成２０年２月１日688円各種商品小売業

平成１９年１２月２２日696円自動車小売業

平成１２年１２月１０日
715円

（日額5,714円）
鉄鋼業

平成１９年１０月２８日619円岩手県最低賃金

◆問い合わせ　宮古労働基準監督署（察６２－６４５５）へ。

◆最低賃金　

県産業別最低賃金が改定
　県の産業別最低賃金が次のとおり改定されました。最
低賃金は国が賃金の最低限度を定める制度です。すべて
の事業主は、雇用する労働者（パートタイマー、臨時、
派遣、アルバイトを含む）に最低賃金以上の賃金を支払
わなければなりません。

まちで出会ったかわいい笑顔

【１１】

●１ 新しい年が幕を明けました。

平成１９年の干支は亥でしたが、

平成２０年の干支は？

　佳子　加丑　可寅

●２ 今号の「みんなのスペース」

に掲載されているイラストの

数は何枚？

　佳１５枚　加１６枚　可１７枚

●３ 飯岡の深澤茂男さんが再出版

した短歌集に収録されている

短歌の数は？

　佳６２８首　加８６２首　可８２６首

●４ 今号の「１歳になりました」

に登場している赤ちゃん１３人

のうち、男の子は何人？

　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、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】　１月21日（当日消

印有効）

☆前回の正解は①－C、②－Ｂ、

③－Ｃ、④－Ｂでした。応募者

数は37人で全員正解。抽選の

結果次の１０人が当せんしました。

山田＝堀合壱（７）　八幡町＝武

藤直子（14）　長崎＝清水わか

な（11）　飯岡＝白土葵（10）　

船越＝福舘光一郎（11）　織笠＝

佐々木一史（９）、中村佳奈子

（12）　大沢＝鈴木保美（？）　豊

間根＝清川惠子（59）　荒川＝芳

賀勉（？）　　　　　　<敬称略>

山田病院の眼科
診療日が変更に

そば打ち交流会で
親ぼくを深めよう

　山田町国際交流協会では、新

春そば打ち交流会を開催します。

試日時　１月１２日（土）

　　　　午後１時～

試場所　龍昌寺仏教会館

試内容　そば打ち体験、外国人

との交流

試指導　夕市の会会員、山田町

認定農業者連絡協議会会員

試定員　２０人（定員になり次第

締め切ります）

試持参する物　三角きんまたは

手ぬぐい、エプロン

試申込先・問い合わせ　ＮＰＯ

法人山田町国際交流協会（察

８２－３０８９）へどうぞ。

　自動車の登録や車検の手続き

は毎年３月に集中し、窓口や車

検場が混雑します。名義変更や

住所変更、廃車、車検などは、

できるだけ２月中に済ませま

しょう。なお、車検は有効期限

の１カ月前から受けられます。

試問い合わせ　東北運輸局岩手

運輸支局（察０５０－５５４０－２０１０）、

軽自動車検査協会岩手事務所

（察０１９－６３９－８０１１）へどうぞ。

自動車登録・検査
手続きはお早めに

　県立山田病院の眼科診療日が

１月から週２日間となりました。

試診療日　毎週火・水曜日

試診療時間　午前９時～正午

試受付時間　午前８時半～１１時

試問い合わせ　県立山田病院

（察８２－２１１１）へどうぞ。

町交通指導員を
一般公募します

　町では、交通指導員を募集し

ます。選考方法は書類審査（履

歴書）です。

試応募資格　原動機付自転車以

上の免許がある町内在住者で、

年間９０日以上勤務できる人

試募集人数　若干名

試仕事の内容　町内小中学校の

交通安全教室での指導や登校

時の誘導保護、お祭りや各種

イベントの際の交通整理など

試報酬　年額１２５,０００円

試申し込み方法　役場住民生活

課に備え付けの履歴書に必要

事項を記入して提出

試申込期限　２月２７日

試申込先・問い合わせ　役場住

民生活課地域安全担当（内線

１２８）へどうぞ。

自動車事故被害者
救済制度あります

　自動車事故の被害者を救済す

るため、交通遺児育成資金貸付

制度と、重度後遺障害者介護料

支給制度があります。子供の養

育費や重度後遺障害者の介護料

でお困りの方はご相談ください。

◎交通遺児育成資金貸付制度

試対象者　ゼロ歳から中学生ま

での交通遺児

試支給額　月額２万円(無利子)

◎重度後遺障害者介護料支給制度

試対象者　自動車事故で、脳、

せきずい、胸腹部臓器を損傷

し、介護が必要な人

試支給額　後遺障害の程度によ

り月額２９,２９０円～１３６,８８０円

◆問い合わせ　独立行政法人自

動車事故対策機構岩手支所

（察０１９－６５２－５１０１）へ。

１月の町長面談日
試日時　１月１５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。

１月の行政相談日
試日時　１月１７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。

宮古・下閉伊郷土
芸能まつりを開催

　宮古・下閉伊郷土芸能まつり

２００８が開催されます。

試日時　２月３日（日）午前１０

時半開演（午前９時半開場）

試場所　宮古市民文化会館

試入場券　８００円(当日１,０００円)

※中学生以下は無料です。

試入場券販売所　町中央公民館、

宮古市民文化会館ほか

試問い合わせ　宮古・下閉伊郷

土芸能ネットワーク事務局

（役場産業振興内・甲斐谷察

８２－３１１１内線２３２）へどうぞ。

能力開発セミナー
宮古で開催します

試期日　２月２１日～２２日

試時間　午前９時～午後４時

試場所　宮古高等技術専門校

試内容　ホームページ作成に必

要な知識とＨＴＭＬの基礎

試対象　パソコンの基本操作が

できる人

試定員　１５人（定員になり次第

締め切ります）

試受講料　無料（ただし、テキ

スト代２,１００円が必要です)

試申込先・問い合わせ　県立宮

古高等技術専門校（察６２－

５６０６）へどうぞ。

スケート教室に
参加しませんか

試日時　１月２６日（土）

　　　　午前１０時～午後２時

試場所　宮古市野外活動セン

ター（アイススケート場）

試集合場所　陸中海岸青少年の家

試集合時間　午前８時

試対象　小学生から一般まで

※小学４年生以下は保護者同伴

とします。

試参加費　小中学生…３５０円　

大人…５１０円（入場料・靴代など）

試申込期間　１月１５日～２０日

試申込先・問い合わせ　県立陸

中海岸青少年の家（察８４－

３３１１）へどうぞ。


