
【１２】

　新しい知的障害者相談員が決

まりました。療育手帳の取得や

再認定などの相談には、町健康

福祉課のほか次の相談員が応じ

ます。お気軽にご相談ください。

試相談員

・芳賀幸一（はまなす学園・察

８４－３２３１）

・山崎綾子（察８４－２１３２）

試任期　平成２４年７月３１日まで

◆問い合わせ　町健康福祉課地

域福祉係（内線１５１）へ。

療育手帳などの
相談に応じます

動物愛護週間の
催し開かれます

　宮古保健所では、動物愛護週

間（９月２０日～２６日）にちなみ

「動物愛護フェスティバル」を開

催します。

試日時　９月２３日（祝）

　　　午前９時半～午後０時半

※イベントに参加する方は、午

前９時から９時半までの間に

受け付けを済ませてください。

試場所　宮古地区合同庁舎前駐

車場（宮古市五月町）

試内容　犬猫慰霊祭、犬のしつ

けデモンストレーション、ワ

ンワン運動会、ペット写真コ

ンテスト、ポニー試乗会など

試申込期限　９月１７日

◆申込先・問い合わせ　宮古保

健所（察６４－２２１８）へどうぞ。

　町では、子ども手当の申請を受け付けています。次に

該当する人で、４月以降にまだ申請していない人は、忘

れずに手続きを行ってください。

　なお、本年９月３０日までに申請すれば子ども手当を４

月分から受給することができますが、１０月１日以降に申

請した場合は、申請した月の分までの手当を受給するこ

とができませんので、ご注意ください。

◇申請が必要な人

・本年３月に児童手当を受給していない人で、現在中学

生以下のお子さんを養育している人

・本年３月に児童手当を受給していた人で、現在、新た

に子ども手当の対象となるお子さん（中学２年生・３

年生）を養育している人

◇申請先　生計の中心となる養育者の居住する市町村に

申請してください。なお、養育者に公務員が含まれる

場合は、申請先が職場になることがありますので、事

前にお問い合わせください。

◆問い合わせ　町町民課子ども手当担当（内線１２４）へ。

手 続 き は も う お 済 み で す か ？

子ども手当の申請は９月30日までに

　町では、長い間社会のた

めに尽くされ、喜寿を迎え

られた皆さまに対し心から

感謝と敬意を表し、「喜寿を

祝う会」を開きます。出欠

を確認するはがきを各地区

喜寿を祝う会

の民生委員を通じてお届けしますので、ぜひご参加ください。

試日時　９月２５日（土）午前１１時～

試場所　町中央公民館小ホール

試対象　７７歳の方（昭和８年４月２日から昭和９年４月１日

までに生まれた方）

◆問い合わせ　町健康福祉課高齢者福祉係（内線１４８）へ。

９月２５日に開催

昨年の喜寿を祝う会

　町と山田町観光協会では、

大杉神社神幸祭の海上渡御

を見物後、山田湾内を周遊

する「海上渡御見物と山田

湾クルーズ」を開きます。

試日時　９月２０日（祝）　

　　　　午前８時～１１時

試集合場所　山田漁港巡行

船発着所（境田町）

試参加料　１,５００円（特製お祭り弁当代を含みます）

試定員　４０人

※中学生以下は家族などの付き添いが必要です。

試申込期限　９月１２日（定員になり次第締め切ります）

試申込先　三鉄ツーリスト本社営業所（察６４－００８８）

◆問い合わせ　山田町観光協会道の駅案内所（察８４－２５８０）へ。

海上渡御見物と山田湾クルーズ

試日時　９月２６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）

― 出店者を募集します ―

　上記フリーマーケットに出店

を希望する方は、９月２２日まで

に電話でお申し込みください。

◆申込先・問い合わせ　みやこ

広域リサイクルセンター（察

６４－７１１１）へどうぞ。

フリーマーケット
宮古で開催します

　防衛省では、防衛大学校学生、

防衛医科大学校学生、看護学生

を募集します。

試応募資格　２１歳未満（看護学

生は２４歳未満）の男子・女子

で、高校卒業または卒業見込

みの人

試試験日

・看護学生…１０月２３日（土）

・防衛医科大学校学生…１０月３０

日（土）、３１日（日）

・防衛大学校学生… １１月６日

（土）、７日（日）

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　９月６日～１０月１日

◆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。

防衛大学校などの
学生を募集します

仕事で役立つ知識
学んでみませんか

◎電子商取引入門

試期間　９月７日～８日

試内容　電子商取引の概要とオ

ンラインショップ開設の基礎

◎ISO１４００１内部環境監査員養

成セミナー

試期間　９月９日～１０日

試内容　同規格の理解と監査員

としての能力を備える基礎

◎トヨタ生産方式の改善手法

試期間　９月１６日～１７日

試内容　同手法の講義と演習

◎コンピュータ会計Ⅰ

試期間　９月２８日～２９日

試内容　会計ソフトを使用した

パソコンによる会計の基礎

◆時間　午前９時～午後４時

◆場所　県立宮古高等技術専門

校（宮古市松山）

◆定員　各コース２０人（電子商

取引入門コースは１５人）

◆受講料　無料（テキスト代の

実費負担があります）

◆申込期限　開催日の前日（定

員になり次第締め切ります）

◆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。



【１３】

　盛岡地方法務局宮古支局で取

り扱っている商業・法人登記事

務について、９月２７日から盛岡

地方法務局登記部門での取り扱

いとなります。なお、登記事項

証明書や印鑑証明書の交付のほ

か、宮古支局の管轄区域内に本

店がある会社・法人についての

諮印鑑カードの交付、廃止、返

納などに関する事務諮電子証明

書の発行請求、使用廃止、識別

符号変更などに関する電子認証

事務――については、引き続き

宮古支局でも取り扱います。

◆問い合わせ　盛岡地方法務局

宮古支局（察６２－２３７７）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。

試業務内容　一般事務補助

試募集人数　１人

試勤務場所　税務課

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　１０月１日～来年１

月３１日

※必要に応じ、最長で来年５月

３１日まで期間が更新されます。

試申し込み方法　町町民課また

は役場各支所に備え付けの履

歴書に必要事項を記入し、町

総務課に提出してください。

試申込期限　９月１４日

◆問い合わせ　町税務課町民税

係（内線１１１）へどうぞ。

まちで出会ったか
わいい笑顔

◎第２６回町民駅伝大会

試日時　１０月１０日（日）

　　　　午前９時～

試コース　花まりん前駐車場～

町道海蔵寺線（約２.１㌔）

試種目　高校生以上一般の部、

中学生の部、小学生の部（い

ずれも男女別。混成の場合は

男子部門の所属とします）

※小学生の部優勝チームは、主

要大会に派遣予定です。

試チーム編成　１チーム６人

　（選手５人、補欠１人）

試参加料　１チーム１,０００円

試申込期限　９月１７日（１００チー

ムになり次第締め切ります）

◆申込先・問い合わせ　町生涯

学習課社会体育係（内線６２６）へ。

◎合気道体験教室

　初心者でも参加できます。希

望する方は運動着を着用の上、

直接会場へお越しください。

試日時　９月１８日（土）

　　　　午後１時～５時

試場所　町立武徳殿

試参加料　無料

◆問い合わせ　合気道山田道場

事務局・山屋（察０９０－３３６２

－８８６２）へどうぞ。

◎交通事故巡回相談

　交通事故や保険の請求方法な

どに関する相談に応じます。

試日時　９月１４日（火）

　　　　午後１時～３時

試場所　宮古地区合同庁舎（宮

古市五月町）

試申込期限　９月１３日

試申込先　県宮古地域振興セン

ター（察６４－２２１１）

◆問い合わせ　県立県民生活セ

ンター（察０１９－６２４－２２４４）へ。

◎行政相談

試日時　９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

◆問い合わせ　町町民課住民相

談係（内線１２５）へどうぞ。

◎シルバー１１０番特別相談デー

　老人週間（９月１５日～２１日）

にちなみ、高齢者やそのご家族

を対象に、日常の困りごとなど

について電話で相談に応じます。

試日時　９月１８日（土）

　　　　午前１０時～午後３時

試相談電話　０１２０－８４－８５８４

◆問い合わせ　岩手県高齢者総

合支援センター（察０１９－６２５

－０１１０）へどうぞ。

◎全国一斉成年後見人相談会

　成年後見人制度は、認知症や

知的・精神障がいなどにより判

断能力が不十分な方の人権や財

産が侵害を受けることのないよ

う、法律面や生活面で保護・支

援する身近なしくみです。同制

度について、司法書士が無料で

相談を受け付けます。

試日時　９月２０日（祝）

　　　　午前１０時～午後３時

試場所　岩手県司法書士会館

　（盛岡市本町通）

試相談電話　０１９－６２３－３３５５・

０１９－６５３－６１０１

◆問い合わせ　岩手県司法書士

会（察０１９－６２２－３３７２）へ。

９月の町長面談日
試日時　９月２２日（水）

　　　　午前１０時～正午

試場所　役場４階特別応接室

※面談希望の人は町総務課内

線４１３へご連絡ください。

法務局宮古支局の
取扱事務が変更に

町で臨時職員を
一般公募します

各種スポーツ通じ
心地よい汗流そう

各種相談行います
お気軽にご利用を

第３回山田町議会定例会
試日時　９月８日（水）開会予定

　　　　午前１０時～

　どなたでも傍聴できます。

詳しい日程などについては、

町議会事務局（察８２－３１１４）

へお尋ねください。

試日時　９月１８日（土）

　　　午前９時～午後３時５０分

試場所　陸中海岸青少年の家

試内容　読み聞かせ実習、講話

試対象　中学生･高校生･短大生

試参加料　無料（昼食の希望者

は４９０円）

試持参する物　上履き、筆記用

具、お薦めの本、飲み物、昼

食（注文をしない人のみ）

試申込期限　９月７日

※各学校・機関を通じてお申し

込みください。

◆問い合わせ　陸中海岸青少年

の家（察８４－３３１１）へどうぞ。

読書ボランティア
研修会にご参加を

　消防設備士の資格を有する人

を対象とした消防設備士講習が

実施されます。

試対象　消防設備士免状の交付

を受けてから２年以内の人ま

たは前回の同講習を受講後５

年以内の人

試期日と試験地

・消火設備…１０月８日(盛岡市)

・警報設備…１０月１５日(釜石市)、

１９日(盛岡市)、２０日(奥州市)

・避難設備および消火器…１０月

１３日（盛岡市）

試受講料　受講する講習区分ご

とに７,０００円

試受付期間　９月１日～１７日

試申込書の請求先　除岩手県防

災保安協会

◆申込先・問い合わせ　除岩手

県防災保安協会（〒０２０－０８６６

盛岡市本宮字小幅１９－１２　

察０１９－６３１－１６２５）へ。

消防設備士の法定
講習会実施します

臓器移植法が改正
親族優先が可能に

　臓器移植法が改正され、死亡

後に臓器を提供する際には、親

族に優先提供することが可能と

なりました。親族への優先提供

を希望する場合は、生前に書面

による意思表示が必要です。

試対象となる親族の範囲　配偶

者（法律婚に限る）、子および

父母（養子・養父母の場合は

特別養子縁組に限る）

試意思表示の方法　臓器提供意

思表示カードの余白に「親族

優先」と記載（親族のみに提

供する意思表示は無効です）

◆問い合わせ　いわて愛の健康

づくり財団（察０１９－６２２－６７７３）

へどうぞ。


