
【６】

　第６回岩手県体重別相撲選手

権大会が開かれます。参観は自

由です。皆さんご来場ください。

試日時　７月４日（日）

　　　　午前９時半～

試場所　前須賀公園相撲場

◆問い合わせ　大会事務局（安

海光雪察０１９－６４１－８２７７）へ。

　三陸北部森林管理署では「森

林・林業講座」を開催します。

試期日　６月２９日（火）、７月７

日（水）、９月１２日（日）、１０

月１７日（日）、１１月１７日（水）

試場所　織笠地区外山国有林、

霞露ケ岳、早池峰山など

試内容　森林づくり（下刈作業

など）実習、動植物の生態に

ついての講話など

試定員　２０人程度

試参加料　４００円（傷害保険代）

試申込期限　６月２３日

◆申込先・問い合わせ　三陸北

部森林管理署（察６２－６４４８）へ。

森林・林業の講座
知識を深め実践を

県の相撲選手権
大会にご来場を

成分献血あります
皆さんのご協力を

試期日　６月２８日（月）

試時間　午前１１時～午後４時

試場所　保健センター前

※ご協力いただける方は、６月

２３日までにご連絡ください。

◆連絡先・問い合わせ　町健康

福祉課健康管理係（内線１４２）

へどうぞ。

各種資格・免許の
試験実施されます

◎調理師・製菓衛生師試験

試試験日　９月９日（木）

試試験会場

調理師試験…宮古地区合同庁

舎（宮古市五月町）

製菓衛生師試験…盛岡市勤労

福祉会館（盛岡市紺屋町）

試申込期間　６月２８日～７月９日

◆申込先・問い合わせ　宮古保

健所（察６４－２２１８）へどうぞ。

◎狩猟免許試験

試試験の種類　網猟、わな猟、

第一種銃猟（装薬銃）、第二種

銃猟（空気銃）

試試験日と会場

第１回…７月１１日（日）岩手

県立大学（滝沢村）

第２回…９月５日（日）岩手

県消防学校（矢巾町）

試受験資格　県内に住所がある

２０歳以上の人（病気や薬物中

毒により判断能力が十分でな

い人などは除きます。詳しく

はお問い合わせください）

試手数料　１種類につき５,２００

円（他の狩猟免許所持者は１

種類につき３,９００円）

試申込期限　試験日の１４日前

◆申込先・問い合わせ　県宮古

保健福祉環境センター環境衛

生課（察６４－２２１８）へどうぞ。

◎東北安全衛生技術センター出

張免許試験

試試験の種類　ボイラー技士

（一級・二級）、ボイラー整備

士、クレーン・デリック運転

士（クレーン限定）、移動式ク

レーン運転士、衛生管理者

（第一種・第二種）、潜水士

試試験日　８月２２日（日）

試試験会場　岩手産業文化セン

ターアピオ（滝沢村）

試手数料　各試験とも７,０００円

試申込期間　６月２１日～２５日

※郵送の場合は７月２日まで

試申込先　岩手労働基準協会宮

古支部（察６２－４９０６）

◆資料の請求先・問い合わせ

東北安全衛生技術センター

（察０２２３－２３－３１８１）へ。

◎多重債務相談

　町では、多重債務相談を毎月

２回開催しています。相談は無

料です。どうぞご利用ください。

試期日　７月６日、２０日、８月

３日、１７日、９月７日、２１日

(いずれも火曜日)

試時間　午前１０時～午後３時

試場所　役場３階会議室

試相談員　司法書士

◆問い合わせ　町町民課住民相

談係（内線１２５）へどうぞ。

◎交通事故巡回相談

　交通事故に関することや保険

の請求方法などでお困りの方は、

ご相談ください。

試日時　６月２９日（火）

　　　　午後１時～３時

試場所　釜石市消費生活セン

ター（釜石市只越町）

試申込期限　６月２８日

試申込先　釜石市消費生活セン

ター（釜石市役所内察０１９３－

２２－２１１１）

◆問い合わせ　県立県民生活セ

ンター（察０１９－６２４－２２４４）へ。

◎弁護士無料法律相談

試期日　７月１日、８日、１５日、

２２日（いずれも木曜日）

試時間　午前１０時～午後３時

試場所　宮古市役所

試内容　多重債務、金銭トラブ

ル、遺産相続、離婚、不動産

問題などに関する相談

試申込先　宮古市市民相談室

　（察６２－２１１１）

◆問い合わせ　岩手弁護士会

　（察０１９－６２３－５００５）へ。

各種相談行います
お気軽にご利用を

　県立宮古高等技術専門校では、

能力開発セミナーを開催します。

◎ Word レイアウトテクニック
ワード

試期間　７月６日～７日

試対象　ワープロソフトWord

の基本操作ができる人

試内容　チラシやポスターなど

の紙面作り（構成、レイアウ

ト、配色など）について

◎第二種電気工事士技能試験受

験準備講習

試期間　７月１２日～１３日

試持参する物　筆記用具、受験

時の指定工具

◎ISO９０００S品質マネジメント

システム認証セミナー

試期間　７月１４日～１５日

試持参する物　品質マネジメン

ト規格（テキストとして使用）

◆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）

◆受講料　無料（テキスト・材

料代の実費負担があります）

◆定員　各コース２０人（第二種

電気工事士コースは１０人）

◆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。

仕事に役立つ技術
学んでみませんか

　県内での就職を希望する求職

者を対象とした「いわて合同面

接会２０１０」が開かれます。

◎東京会場

試日時　７月４日（日）

　　　　午後１時～５時

試場所　中野サンプラザ１３階

（東京都中野区）

◎仙台会場

試日時　８月３日（火）

　　　　午後１時～５時

試場所　ＡＥＲ５階（仙台市）

◎盛岡会場

試日時　９月７日（火）

　　　　正午～午後４時

試場所　いわて県民情報交流セ

ンターアイーナ７階（盛岡市）

◆対象　県内就職希望の求職者

◆内容　就業場所が岩手県内の

企業による会社説明・面談・

面接、相談コーナーなど

◆問い合わせ　いわて地域共同

就職支援センター（察０１９－

６５１－０４１５）へどうぞ。

県内就職希望の方
対象の面接会開催

　宮古保健所では、店内の禁煙

や分煙にご協力いただける飲食

店や喫茶店を募集しています。

登録いただいたお店には専用の

ステッカーを配布します。お客

さまが快適に食事を楽しむため

に、たばこの煙に配慮したお店

として登録してみませんか。

◆問い合わせ　宮古保健所（察

６４－２２１８）へどうぞ。

お店での禁煙や
分煙を進めよう



【７】

まちで出会ったかわいい笑顔

　第２４回山田町老人囲碁将棋大

会が開かれます。

試日時　７月９日（金）

　　　　午前９時～

試場所　町中央コミュニティセ

ンター

試対象　６０歳以上の町民

試参加料　１,０００円

◆申込先・問い合わせ　６月２５

日までに山田町老人クラブ連

合会事務局（山田町社会福祉

協議会内察８２－３８４１）へ。

　町では、幼稚園臨時教諭を募

集します。選考方法は書類審査

（履歴書）と面接です。

試勤務場所　さくら幼稚園

試募集人数　１人

試応募資格　幼稚園教諭の資格

がある人

試賃金　日額６,４００円

試任用期間　７月１日～１２月３１日

※必要に応じ、最長で来年３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、総

務課に提出してください。

試申込期限　６月２３日

◆問い合わせ　町学校教育課総

務係（内線３１３）へどうぞ。

　住宅や店舗、倉庫、物置など

の家屋を新築・増築、取り壊し

などをした場合には、役場へ届

け出が必要になります。また、

名義を変更したときにも同様に

届け出が必要です。届け出をし

ないと既に無くなっている建物

に課税されたり、前の所有者に

課税されたりすることになりま

すので、速やかに届け出てくだ

さい。届け出があった家屋につ

いては、町税務課職員が家屋調

査にお伺いしますので、ご協力

をお願いします。

◆問い合わせ　町税務課資産税

係（内線１１４）へどうぞ。

試開催日　６月２２日（火）、２４日

（木）、２９日（火）、７月１日

（木）、６日（火）

試時間　午後７時～８時半

試場所　山田体育館２階

試対象　小学４年生以上の町民

※小学生は保護者同伴とします。

試内容　ラケットの握り方や振

り方、フットワークなどの基

本的な技能

試持参する物　ラケット（貸し

出しもできます）、上履き

試参加料　１回につき２００円

試申込期限　６月２１日

◆申込先・問い合わせ　町生涯

学習課社会体育係（内線６２５）

へどうぞ。

さくら幼稚園で
臨時教諭を募集

囲碁将棋大会に
ご参加ください

家屋の新築などは
お早めに届け出を

バドミントン教室
初心者歓迎します

　宮古地区広域商工観光振興協

議会では、観光研修会を開催し

ます。講師としてバラエティー

あふれる旅行商品を手掛けるク

ラブツーリズム㈱の小笠原譲さ

んをお招きし、宮古・下閉伊地

区の観光素材の活用のしかたに

ついて講演いただきます。参加

を希望する方は事前にお申し込

みください。

試日時　６月２４日（木）

　　　　午後１時半～３時

試場所　陸中ビル３階会議室

　（宮古市宮町）

試参加料　無料

◆申込先・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。

地域の観光振興を
考えてみませんか

　国立宮古海上技術短期大学校

では、オープンキャンパスを開

きます。

試期日　６月１９日、７月１０日、

２４日、９月４日（いずれも土

曜日）

試時間　午前１０時～午後２時

試場所　国立宮古海上技術短期

大学校（宮古市磯鶏）

試内容　練習船での体験航海、

体験授業、個別相談会など

◆問い合わせ　国立宮古海上技

術短期大学校教務課（察６２－

５３１６）へどうぞ。

航海士・機関士を
目指す方ご参加を

　県では、絶滅にひんしている

野生動植物の実態を明らかにし、

保護するための資料「いわて

レッドデータブック」を改訂す

るため、平成２３年度まで現地調

査を実施します。調査員は「岩

手県学術調査員」という腕章を

つけていますので、調査にご理

解とご協力をお願いします。

◆問い合わせ　県環境生活部自

然保護課（察０１９－６２９－５３７１）

へどうぞ。

野生動植物調査に
ご理解とご協力を

　県立宮古病院の入院費用の計

算方法が７月１日から変わりま

す。厚生労働省が推進する急性

期入院医療の包括評価（ＤＰＣ）

方式の対象病院に同病院が承認

されたことによるもので、従来

の出来高方式による入院診療費

の計算方法が、包括評価方式に

変更されます。詳しくはお問い

合わせください。

◆問い合わせ　県立宮古病院医

事経営課（察６２－４０１１）へ。

宮古病院の入院費
計算方法が変更に

　貸金業法が改正され、６月１８

日から完全施行されます。詳し

くは、金融庁のウェブサイト

（http://www.fsa.go.jp）でご覧

いただけます。

試主な改正点　諮借入総額が年

収の３分の１を超える場合、

新規の借り入れができなくな

ります。諮借り入れの際、基

本的に年収を証明する書類が

必要となります。

試相談窓口　諮東北財務局理財

部金融監督第三課（察０２２－

２６６－５７０３）諮消費者ホット

ライン（察０５７０－０６４－３７０）

◆問い合わせ　東北財務局盛岡

財務事務所理財課（察０１９－

６２５－３３５３）へどうぞ。

貸金業法が改正に
施行日は６月１８日

試日時　６月２７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、６月２１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

合唱の好きな方
募集しています

　コーラスグループ「山田町民

エコー」では、会員を募集して

います。皆さんどうぞご参加く

ださい。

試練習日　毎週木曜日

試時間　午後７時半～９時

試場所　町中央公民館など

試講師　北田円さん（豊間根中

学校音楽科教諭）

試会費　月１,０００円

◆問い合わせ　町生涯学習課文

化係（内線６２３）へどうぞ。

６月分の納税

町・県民税（第１期）

納 期 限 ……６月３０日
（口座振替日）

～忘れずに納付を～


