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◎行政相談

試日時　７月１５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。

◎多重債務者弁護士無料相談会

　県では、多重債務で困ってい

る方を対象に、弁護士による無

料相談会を実施します。

試期日　７月２７日、８月２４日、

９月２８日（いずれも火曜日）

試時間　午前１０時～午後３時

試場所　宮古地区合同庁舎（宮

古市五月町）

◆申込先・問い合わせ　実施日

の前日までに県宮古地域振興

センター消費生活相談室（察

６４－２２１１）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　７月２０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　７月１９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。

各種相談行います
お気軽にご利用を

町の緊急雇用対策
臨時職員１人募集

　町では、離職を余儀なくされ

た方に短期の雇用機会を提供す

る「山田町緊急雇用創出事業」

により臨時職員を募集します。

選考方法は書類審査（履歴書）

と面接です。

試業務内容　入所児童への個別

対応による保育補助 

試勤務場所　船越保育園

試募集人数　１人 

試応募資格　保育士、教員、児

童指導員のうちいずれかの資

格があるか、育児や保育の相

談指導について相当の知識や

経験がある人 

試賃金日額　有資格者…６,４００

円　無資格者…６,２００円

試任用期間　８月１日～来年１

月３１日（必要に応じ、最長で

来年７月３１日まで期間が延長

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、宮

古公共職業安定所の紹介状と

資格証の写しを添えて、総務

課に提出してください。

試申込期限　７月１５日

◆問い合わせ　町健康福祉課児

童福祉係（察８２－３１１３）へ。

　岩手県緑化推進委員会山

田支部協議会では、町内産

木材の利用促進を目的に、

自治会や子供会などの団体

が開催する親子木工教室に

補助金を交付します。開催

を希望する団体は８月２６日

までにお申し込みください。

試対象事業　小学生１０人以

上が参加し、町内産木材を利用する木工教室

試期間　７月５日～８月３１日

試補助対象経費　材料代、講師謝礼など開催に必要な費用

（３万円を上限とします）

◆申込先・問い合わせ　町農林課林業振興係（内線２１３）へ。

■絵手紙制作講座
　山田美術同好会では、新聞紙のカラー部分を再利用

した絵手紙の制作講座を開催します。誰にでも簡単に

作れますので、お気軽にご参加ください。

試期日　７月１３日（火）

試時間　１回目…午前１０時～　２回目…午後１時～

試参加料　１００円

　ミニ作品展を開催

　上記講座で制作した作品を展示します。

試期間　７月１５日～１８日

試時間　午前１０時～午後６時（１８日は午後３時半まで）

■水彩画作品展
　町内の美術愛好家東海林栄治さんと佐々木よね子さ

んによる水彩画の作品展を開催します。作者による水

彩画の指導も行いますので、どうぞお越しください。

試期間　７月２１日～３１日

試時間　午前１０時～午後６時（３１日は正午まで）

◆場所　街かどギャラリー（中央町）

◆入場料　無料

◆問い合わせ　まちづくり協議会「やまだ夢プロジェ

クト」事務局（察８２－３４７７）へどうぞ。

　町では、森林の持つ多面的な機能を発揮させるため、作

業路や歩道の刈り払いなど適切な維持管理の活動を支援す

る「森林整備地域活動交付金事業」の地区説明会を行います。

この説明会では、今後実施しようとする森林管理（間伐、

保育、作業路整備など）について皆さんの意向をお聞きし

ますので、森林を所有している方は出席をお願いします。

◆説明会の日程 〔７月〕

◆問い合わせ　町農林課林業振興係（内線２１３）へ。

場　　　　　所時　　間期　日

町中央コミュニティセンター午前１０時～正午  １２日(月）

豊間根生活改善センター午後２時～４時〃

船 越 防 災 セ ン タ ー午前１０時～正午  １４日(水）

７月１２日から地区説明会を開催

　夏休みは親子で木工楽しもう

　森林整備地域活動交付金事業

街 か ど ギ ャ ラ リ ー 情 報

　ギャンブル依存症の問題解決

を支援するカウンセリンググ

ループ「語り合い空間９０」では、

毎月第２・第４金曜日に依存症

に悩むご本人、第３金曜日にそ

のご家族の相談に応じています。

申し込み方法など詳しくはお問

い合わせください。

◆問い合わせ　いわて生活者サ

ポートセンター釜石サブセン

ター（察０１９３－２２－３７００）へ。

ギャンブル依存症
問題の解決を支援

　サマージャンボ宝くじが販売

されます。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、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。

試販売期間　７月７日～３０日

試抽せん日　８月１０日（火）

サマージャンボ
７月７日に発売
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試期間　７月６日～８月３１日の

毎週火・木・土曜日

※８月１４日は開放しません。

試時間　午後６時～８時半

試利用料　無料

試注意事項　諮小学３年生以下

の人が利用する場合は必ず保

護者が同伴してください諮ス

イミングキャップは各自でご

用意ください諮ビーチボール

は使用できません。

◆問い合わせ　町生涯学習課社

会体育係（内線６２５）へ。

　白石中山間地域等直接支払協

定組合(越田正一郎組合長)では、

農業体験の参加者を募集します。

試内容　ソバの種まきから収穫

までの農作業を体験し、収穫

したソバによるそば打ちと試

食会を１２月に行います。

試募集人数　３０人（先着順）

試申込期限　７月１８日

◎第１回「ソバの種まき」

試日時　７月１９日（祝）

　　　　午前９時～正午

試場所　織笠白石地区

試参加料　２００円

◆申込先・問い合わせ　白石中

山間地域等直接支払協定組合

事務局（中村察８２－９２７４）へ。

まちで出会ったか
わいい笑顔

　山田町観光協会では、海水浴

場（オランダ島・荒神）で働く

期限付臨時職員を募集します。

試応募資格　体力に自信があり、

勤務地まで通勤できる高校生

以上の町民

※オランダ島で勤務する人には、

巡航船料金は掛かりません。

試募集人員　それぞれ１～２人

試任用期間　諮オランダ島海水

浴場（売店・券売・駐車場）

…７月２３日～８月１７日　諮荒

神海水浴場（清掃・監視・駐

車場)…７月１７日～８月１８日

試勤務時間　午前８時半～午後

５時

試賃金　日額５,１００円

試申込期限　７月９日

◆申込先・問い合わせ　山田町

観光協会（察８２－６１６１）へ。

◎裁判所職員Ⅲ種

試職種　裁判所事務官（裁判所

の一般事務を行う職員）

試受験資格　平成元年４月２日

から平成５年４月１日までに

生まれた人

試試験日　９月１２日（日）

試試験地　盛岡市ほか

試試験内容　教養試験、適性試

験、作文試験

試受付期間　７月１３日～２２日

◆申込先・問い合わせ　盛岡地

方裁判所事務局総務課人事第

一係（〒０２０－８５２０盛岡市内丸

９－１察０１９－６２２－３３５２）へ。

◎県職員（身体障がい者対象）

試職種　一般事務

試受験資格　次の要件をすべて

満たす人です。①昭和５６年４

月２日～平成５年４月１日生

まれの人②自力で通勤でき、

かつ介護者なしで事務の遂行

ができる人③身体障害者手帳

の交付を受けている人

試試験日　９月１９日（日）

試試験会場　県庁(盛岡市内丸)

試試験内容　高校卒業程度の教

養試験、作文試験

試受付期間　７月１６日～８月１６日

◆申込先・問い合わせ　県人事

委員会事務局総務・任用担当

（〒０２０－８５７０盛岡市内丸１０－

１察０１９－６２９－６２４１）へ。

７月の町長面談日
試日時　７月９日（金）

　　　　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。

山田中プールを
夜間に一般開放農作業を体験して

食の大切さ学ぼう

海水浴場臨時職員
体力のある方求む

県や裁判所職員の
採用試験行います

試期日　７月１１日（日）

試時間　午後１時～３時半

試場所　県立大学宮古短期大学

部（宮古市河南１－５－１）

試内容　施設見学、模擬授業、

教育内容などについての説明

◆問い合わせ　県立大学宮古短

期大学部（察６４－２２３０）へ。

宮古短大オープン
キャンパスを開催

　県では、本年度、県民や県内

の中小企業者などが複数の種類

の新エネルギーなどを利用した

設備を設置する場合に、補助金

を交付します。

試補助額　設置経費の１０分の１

（住宅用は５万円、事業者用

は１００万円を上限とします）

試補助対象設備　

・住宅用…太陽熱利用設備、ペ

レットストーブ、高効率給湯

器、地中熱ヒートポンプ、Ｌ

ＥＤ照明器具

・事業者用…上記住宅用の対象

設備に加え、太陽光発電、木

質バイオマスボイラーなど

◆申請先・問い合わせ　来年１

月３１日までに県環境生活企画

室（察０１９－６２９－５２７３）へ。

新エネルギー導入
補助金交付します

試日時　７月２３日（金）

　　　　午後６時半～

試場所　魚河岸

試会費　３,５００円（未成年会員は

２,０００円）

試申込期限　７月１６日

◆申込先・問い合わせ　各年度

の評議員または県立山田高等

学校総務課同窓会担当（察８２

－２１６４）へどうぞ。

山田高校同窓会の
総会が開かれます

隠れた観光素材を
紹介してください

　地元の人だけが知っているよ

うな「見る・食べる・遊ぶ」に

関する観光情報を募集していま

す。対象は全国的にはあまり知

られていない宮古・下閉伊管内

の情報で、応募者の中から抽選

で記念品を贈呈します。詳しく

は宮古地域振興センターのホー

ムページでご覧いただけます。

試募集期限　９月３０日

◆応募先・問い合わせ　県宮古

地域振興センター地域振興課

（察６４－２２１１）へどうぞ。

試日時　７月２５日（日）

　　　　午前９時～正午

※雨天の場合は中止となります。

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、７月２０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

試試験の種類　甲種全類、乙種

全類

試試験日　８月２９日（日）

試試験地　釜石市など

試願書の配布先　山田消防署

試願書の受付期間　７月８日～

１６日

◆申込先・問い合わせ　除消防

試験研究センター岩手県支部

（察０１９－６５４－７００６）へ。

◆税務課　試会計管理者・課長

兼収納対策室長（企画財政課課

長補佐）佐藤義雄◆企画財政課

試課長補佐兼財政係長（税務課

収納対策室長）上林浄

◆退職《６月３０日付》　試会計管

理者兼税務課長　福士丈二

町職員人事異動
（７月１日付）

第１回消防設備士
試験実施されます


