
【１２】

　宮古・下閉伊地区の高校に通

う生徒たちの芸術の祭典です。

どうぞご来場ください。

試期日　１月２１日～２５日

試時間　午前９時～午後５時

（２１日は午後１時から、２５日

は午後１時までです）

試会場　宮古市民文化会館展示

室

試内容　美術、書道、写真、華

道、放送、文芸の作品展示

試入場料　無料

◆問い合わせ　芸術展事務局・

宮古商業高校内（鈴木察６２－

６８５６）へどうぞ。

　固定資産税の算出の基になる

償却資産を所有する方は、毎年

１月１日現在の所有状況を申告

しなければなりません。対象に

なる資産は事業に使用する機械

などで、土地や建物、車両など

は対象外です。これまで申告の

あった方には通知書を送付して

いますが、通知書が届いていな

い方や初めて申告する方には申

告書をお送りしますので、ご連

絡ください。

◆申告先・問い合わせ　町税務

課資産税係（内線１１３）へ。

　「宮古・下閉伊郷土芸能まつり

２０１１」が開かれます。

試日時　１月３０日（日）　午前１０

時２０分～（午前９時５０分開場）

試場所　宮古市民文化会館

試出演団体　宮古・下閉伊郷土

芸能ネットワーク加入団体ほ

か（町内から荒川念仏剣舞が

出演します）

試入場券　前売り券…８００円

　　　　　当日券…１,０００円

※中学生以下は入場無料です。

試入場券販売所　町中央公民館、

宮古市民文化会館ほか

◆問い合わせ　宮古・下閉伊郷

土芸能ネットワーク事務局

（甲斐谷・特設電話０９０－９０３６

－７３３９）へどうぞ。

　日本政策金融公庫では、高校、

短大、大学、専修学校、各種学

校などへの入学資金や在学資金

を融資する「国の教育ローン」

を取り扱っています。どうぞご

利用ください。

試融資額　学生・生徒１人当た

り３００万円以内

試利率　年２.４５％（固定金利）

試返済期間　１５年以内（在学期

間内は元金据え置きとするこ

とも可能）

試使途　入学金、授業料、教科

書代、アパートの家賃など

試返済方法　毎月元利均等払い

（ボーナス時増額返済も可能）

◆問い合わせ　「国の教育ロー

ン」コールセンター（察０５７０

－００８６５６）へどうぞ。

二種混合と麻しん風しんの予防接種

　町では、二種混合（ジフテリア・破傷風）と麻

しん風しん予防接種を実施しています。本年度の

対象者でまだ受けていないお子さんをお持ちの方

は、この冬休み期間中に受けさせるなど、期限ま

での接種に努めてください。

試対象者　二種混合…小学６年生　麻しん風しん

混合…平成９年４月２日～平成１０年４月１日生

まれの人（第３期）、平成４年４月２日～平成５

年４月１日生まれの人（第４期）

試費用　無料（対象以外の人は有料となります）

試接種機関　うらべ内科（察８２－０１２３）、近藤医院

（察８２－３３２８）、後藤医院（察８２－６６９０）

試接種期限　３月３１日

◆問い合わせ　町健康福祉課健康管理係（内線１４２）へ。

対象の方はお早めに接種を

保健のコーナー

　宮古保健所などで組織する岩手県心肺蘇生法普

及事業宮古地区推進会議では、心肺蘇生法の知識

と技術の普及を推進する「応急手当普及員」の養

成講習会を開催します。講習会を修了し、応急手

当普及員として認定された方は、事業所内の従業

員や地区住民などを対象とした応急手当講習を行

うことが可能となります。応急手当法の普及に熱

意のある方の受講をお待ちしています。

試日時　１月２５日～２６日　午前９時～午後５時

試場所　山田消防署

試講習内容　①基礎医学　②応急手当の基礎知

識・基礎技能　③応急手当、心肺蘇生法の実技

※動きやすい服装で参加してください。

試受講料　無料

試募集人員　２０人

◆申込先・問い合わせ　１月１４日までに宮古保健

所（察６４－２２１８）へどうぞ。

応急手当普及員の養成講習
応急手当の知識と技術を学びませんか

２５日と２６日に山田消防署で開催

冬休み期間中を利用しましょう

償却資産の申告
１月３１日までに

地元高校生たちの
芸術展にご来場を

宮古・下閉伊郷土
芸能まつりを開催

国の教育ローン
ご利用ください

　国民年金保険料は、日本年金機構から送付された納付案

内書により、毎月の保険料を翌月の末日までに納めていた

だくことになっています。保険料の納め忘れがあると将来

受け取る老齢基礎年金の額が少なくなるほか、場合によっ

ては老齢基礎年金、あるいは障害基礎年金、遺族基礎年金

なども受けられなくなることもあります。保険料の納付は

確実で安心な口座振替のご利用をお勧めします。毎月金融

機関へ納めに行く時間と手間が省け便利です。

◎お得な「早割制度」や「前納制度」もあります

　口座振替には、当月分の保険料を当月末に引き落としす

ることにより月 ５々０円割引される「早割制度」や現金納付

よりも割引額が多い「６カ月前納」「１年前納」もありお得

です。口座振替での納付を希望する方は、宮古年金事務所

または金融機関窓口で手続きを行ってください。

※「６カ月前納」｢１年前納」の申込期限は２月２８日です。

◆問い合わせ　宮古年金事務所（察６２－１９６３）へどうぞ。

国民年金保険料納め忘れはありません国民年金保険料納め忘れはありませんかか

便利な口座振替のご利用便利な口座振替のご利用をを



【１３】

◎希望郷いわてモニター

　県では、県政の課題などに関

するアンケートにお答えいただ

く「希望郷いわてモニター」を

募集しています。

試資格　平成２３年４月１日現在、

県内に在住する年齢が２０歳以

上の人

※国会議員、地方公共団体の議

会議員、公務員、国政モニ

ターの方は応募できません。

試募集人員　２００人

試任期　４月１日から２年間

試応募方法

①郵便番号②住所③氏名（ふ

りがな）④性別⑤生年月日⑥

電話番号⑦職業⑧回答方法

（郵送・インターネットのいず

れか）⑨Eメールアドレス（イ

ンターネット回答者のみ）⑩

各種モニター経験（有無・名

称・年度）――を明記の上、

官製はがき、ファクシミリ、

Eメールのいずれかで応募し

てください。

試申込期限　２月１８日

◆申込先・問い合わせ　県広聴

広報課「希望郷いわてモニ

ター」募集係（〒０２０－８５７０住

所記載不要　察０１９－６２９－５２８１

FAX０１９－６５１－４８６５　Eメー

ルkoucho@pref.iwate.jp）へ

どうぞ。

◎国有林モニター

　東北森林管理局では、国有林

の管理・経営に皆さんの声を反

映させるため、国有林モニター

を募集します。応募資格や応募

方法など詳しくは、お問い合わ

せください。

試募集人数　４０人

試任期　平成２３年４月～２４年３

月

試内容　アンケートへの回答、

国有林モニター会議への出席

など

試募集期間　１月４日～３１日

◆問い合わせ　東北森林管理局

国有林モニター係（察０１８－

８３６－２２７４）へどうぞ。

試試験種類　甲種、乙種全類

試試験日　２月２７日（日）

試試験地　盛岡市

試受付期間　１月６日～１４日

試願書の請求先　山田消防署

◆問い合わせ　財団法人消防試

験研究センター岩手県支部

（察０１９－６５４－７００６）へどうぞ。

まちで出会ったか
わいい笑顔

◎行政相談

試日時　１月２０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。

◎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　１月１１日（火）

　　　　午後１時～３時

試場所　釜石市消費生活セン

ター（釜石市役所第１庁舎）

試申込期限　１月１０日

試申込先　釜石市消費生活セン

ター（察０１９３－２２－２１１１）

◆問い合わせ　県立県民生活セ

ンター（察０１９－６２４－２２４４）へ。

◎多重債務者弁護士無料相談

試日時　１月２５日、２月２２日、

３月２２日（いずれも火曜日）

　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。

　県では、Ｕターン就職などを

希望する方にインターネットを

通じて求人情報を提供する「岩

手県Ｕ・Ｉターンシステム」を

開設しています。これはイン

ターネットで求職登録すること

により、登録している県内企業

の求人情報を検索できるシステ

ムです。県外にお住まいの方で、

県内就職を希望している家族や

友人に登録をお勧めください。

また、求人情報を提供するため、

企業の皆さんへの登録も呼び掛

けています。採用を予定してい

る場合にはぜひご活用ください。

同システムについて詳しくは、

インターネットの検索サイトで

「岩手県Ｕ・Ｉターンシステム」

と入力し検索の上、ご覧くださ

い。

◆問い合わせ　県雇用対策・労

働室（察０１９－６２９－５５９２）へ

どうぞ。

１月の町長面談日
試日時　１月１８日（火）

　　　　午前１０時～正午

試場所　役場４階特別応接室

※面談希望の人は町総務課内

線４１３へご連絡ください。

　４月１０日まで県内の道の駅で

スタンプラリーを開催。各駅の

スタンプを集めて応募すると抽

選で県内特産品が当たります。

試賞品　２０駅以上…８千円相当

（１０人）　１０～１９駅…５千円相

当（１５人） ５～９駅…県内道

の駅の特産品（９０人）

◆問い合わせ　国土交通省岩手

河川国道事務所（察０１９－６２４

－３１９６）へどうぞ。

　調理業務に従事している調理

師の方は、２年ごとに県知事へ

「調理師業務従事者届」を提出す

ることになっています。諮学校

諮病院諮事業所諮社会福祉施設

諮介護老人保健施設諮飲食店諮

魚介類販売業――などで調理業

務に従事している方は、忘れず

に提出してください。

試受付期間　１月４日～１４日

◆提出先・問い合わせ　宮古保

健所（察６４－２２１８）へどうぞ。

　放送大学岩手学習センターで

は、平成２３年度第１期生（４月

入学）の学生を募集しています。

放送大学はテレビやラジオなど

を利用して自宅で授業を受ける

遠隔教育の大学です。働きなが

ら学びたいという方など、さま

ざまな目的で幅広い世代、職業

の方が学んでいます。入学試験

はありませんので、どなたでも

学ぶことができます。

試入学資格と在学期間　【教養

学部】　全科履修生…１８歳以

上・４年間　選科履修生…１５

歳以上・１年間　科目履修生

…１５歳以上・６カ月　【大学

院】　修士選科生…１８歳以上・

１年間　修士科目生…１８歳以

上・６カ月

試募集期限　２月２８日

◆申込先・問い合わせ　放送大

学岩手学習センター（察０１９

－６５３－７４１４）へどうぞ。

　岩手県学生会館では、来年度

の入寮生を募集します。同会館

は、首都圏の大学などに通う方

が利用できる学生寮です。申し

込み方法など詳しくはお問い合

わせください。

試入寮資格　岩手県出身者（保

護者の生活本拠地が岩手県）

試所在地　東京都豊島区

試寮費　月額８０,５００円（朝夕２

食付）、入寮時費用１０万円

試室内　洋室１３.５平方㍍

◆問い合わせ　除岩手県学生援

護会（察０３－３９７２－４７８３）へ。

岩手県学生会館で
入寮生募集します

放送大学で４月
入学の学生募集

調理師の従事者届
期限までに提出を

県内「道の駅」で
スタンプラリー

消防設備士の試験
２月に盛岡で実施

各モニターを募集
県内の求人情報を
ネット通じて提供

各種相談あります
お気軽にご利用を


