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による応急手当普及員養成講習会の開催

　岩手県心肺蘇生法普及事業宮古地区推進協議会では、救急患者の救命率
向上を図るため、ＡＥＤを用いた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。
◆日時…10月８日㈬～ 10日㈮　午前８時 30分～ 17時 30分
　　　　※３日間の受講が必要です。それ以外は参加できません）
◆会場…宮古消防署３階大会議室（宮古市五月町２－１）
◆受講料…テキスト代 4,572円（税抜き）
◆受講申込期限…９月 19日㈮
◆申し込み・問い合わせ先…宮古保健所　管理課（☎0193-64-2218）

　村は、内陸部の地区を対象に粗
大ごみの収集を行います。申し込
みのあった家庭を巡回しますので、
希望する場合は９月 29日㈪までに
電話で申し込んでください。申し
込みのあった物以外は収集しませ
んので注意してください。
◆収集日…10月４日㈯
◆対象地区…田野畑、西和野、和野、
　菅窪、七滝、板橋、沼袋、甲地、
　田代、巣合、尾肝要、萩牛、千丈、
　猿山、各仮設住宅は含みません
◆収集する物…自転車、チャイル
　ドシートなど、指定のごみ袋に
　入らない大きさの物が対象
◆収集数…１世帯当たり３点まで
◆申し込み方法…氏名 (世帯主 )

　と地区名、電話番号、粗大ごみ
　の種類と数量を申し出てくださ
　い。処理量を超えた場合は、早
　めに締め切る場合があります
◆その他…粗大ごみは、収集する
　トラックに積みやすい場所に出
　しておいてください
◆�申し込み・問い合わせ先…生活
環境課（☎ 34-2114内線 22）

内陸部の粗大ゴミを収集

　第 41回村民文化展（11月１日～４

日、会場・アズビィ楽習センター）
の出展作品を募集しています。　
◆募集する作品…絵画、書道・書写、
　写真、工作・工芸、被服、手芸、園芸
◆応募点数…一般（個人）は各部
　門５点まで。団体で出展する場
　合は出展数を報告してください
◆応募資格…村民、村出身者、村
　内の事業所などに勤務する人
◆作品の受付…10月24日㈮～27日
　㈪にアズビィ楽習センターへ届
　けて下さい
◆問い合わせ先…教育委員会（☎
　34-2226）

村民文化展の作品募集

　岩手県では、県内各地の独身男
女の出会いの場を提供する婚活支
援イベント情報を、公益財団法人
いきいき岩手支援財団のホーム
ページに随時掲載しています。

◆�ＨＰアドレス

��http://www.　　  
   iwate-silverz.jp/

県内結婚支援情報を掲載

土砂災害危険箇所を

　県ホームページに掲載
岩手県は、ＨＰに土砂災害の
危険箇所図を掲載しています。

HPアドレス
http://www.pref.iwate.jp/
kasensabou/sabou/008544

　盛岡公証人会では、公証週間（10

月１日～７日）に併せて、無料公
証相談会を開催します。
　公証制度は、遺言や金銭貸借、
土地・建物貸借などに関する決め
ごとを公正証書として、原本を公
証役場に保存する制度です。原本
を公証役場に保存することで、改
ざん、紛失の心配がなく、秘密が
守られます。
◆日時…10月１日㈬～７日㈫（土
　日は要予約）　午前９時 30分～
　午後４時
◆場所…宮古公証役場（宮古市宮
　町一丁目３番５号陸中ビル２階）
◆問い合わせ先
　宮古公証役場（☎0193-63-4431）

公正証書無料相談会の開催

◆日時…10月５日㈯午後１時 30

　分～２時 30分
◆場所…宮古市総合福祉センター 

　（宮古市小山田二丁目９-20）
◆内容…講演「がんをもっと知ろ
　う」ほか
◆その他…参加は無料。事前申し  

　込みは不要です。
◆問い合わせ…県立宮古病院地域
　医療福祉連携室（☎0193-62-4011）

宮古病院が市民講座を開催



役立ちカレンダー　 期間：９月17日㈬～９月30日㈫　
月　日 行　　　事 場　　所 時　間 問い合わせ先

９月17日㈬ アズビィ健康スポーツ教室（毎週水曜日）
　「バドミントン教室」 アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）

18日㈭
あすからのくらし相談会 保健センター �13：00～15：00 保健福祉課�（内線50）

特定検診等各種がん検診
沼袋農村環境改善センター ��９：30～11：00

13：00～14：30 保健福祉課�（内線55）
19日㈮

浜岩泉農業会館
アズビィ健康スポーツ教室「フットサル教室」アズビィ体育館 19：00～21：00 教育委員会�(内線22）

20日㈯ アズビィ健康スポーツ教室「マレットゴルフ教室」村マレットゴルフ場 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）
22日㈪ アズビィ健康スポーツ教室「卓球・ソフトバレー教室」アズビィ体育館 20：00～21：00 教育委員会�(内線22）
23日㈫ 田野畑ウォーキング 田野畑駅～明戸 10：00～13：00 教育委員会�(内線22）
24日㈬

特定検診等各種がん検診

羅賀コミュニティセンター ９：30～11：00
13：00～14：30
（25日午前のみ）
９：50～10：30

保健福祉課�（内線55）25日㈭ 午前：北山総合センター
午後：アズビィホール

26日㈮ アズビィホール
28日㈰ 村総合防災訓練 田野畑中学校ほか ８：00～11：30 総務課（内線66）

30日㈫
巡回健康相談 西和野自治会館 10：00～11：30 保健福祉課�（内線55）
国民健康保険税４期　納期限 税務会計課（内線32）
介護保険料４期、後期高齢者医療保険料３期　納期限 生活環境課（内線21）

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102

　宮古保健所では、毎月第２火曜
日にＨＩＶ抗体検査、肝炎ウィル
ス検査、性器クラミジア抗原検査
を実施しています。
　匿名でも検査を受けられますが、
予約が必要です。
◆日時…10月14日㈫、11月11日㈫、 
　12月９日㈫、すべて午後４時
　～６時 30分
◆予約・問い合わせ先…宮古保健
　所（☎ 0193-64-2218 内線 238）

ＨＩＶ抗体検査などを実施

役場☎34-2111 ／ 教育委員会☎34-2226／ 診療所☎33-3101／ 歯科診療所☎33-3100／ 保健福祉課☎33-3102

　平成26年度危険物取扱者試験（第
3回：10月18日㈯、第４回：10月25

日㈯）に向けて、危険物取扱者試
験準備講習会が実施されます。
◆開催日…９月 29日㈪～ 30日㈫
◆場所…㈶岩手県高校教育会館
◆講習実施対象…乙種第４類およ
　び丙種
◆受講料
　①会員・学生：8,500円
　②非会員：13,500円
◆申込書配布…宮古消防署田野畑
　分署（☎ 34-2100）
◆申込書提出・問い合わせ先…宮
　古地区危険物安全協会（カメイ㈱
　宮古市店内）（宮古市港町２-22

　☎ 0193-62-3611）

危険物取扱試験講習会を開催

　宮古地区広域行政組合では、管内
住民の皆さんを対象に下記の日程
でフリーマーケットを開催します。
◆日時…９月28日㈰　※雨天決行
　　　　午前９時～正午
◆場所…みやこ広域リサイクルセ
　ンター（宮古市小山田２-102）
◆ 問い合わせ先…宮古地区広域行
政組合事務局施設課（☎0193-

64-7111）

フリーマーケットを開催します

　宮古地区広域行政組合では、回
収した粗大ごみの中から再利用で
きるタンス、学習机などを希望す
る人に無償でお譲りします。
◆�展示日時…10月３日㈮～５日㈰
　午前９時～午後４時（宮古広域
　行政組合のＨＰでも展示品が見
　られます）
◆�展示場所…宮古地区広域行政組
合再生品ストックヤード（宮古
市崎山6-122-1）
◆�利用資格…田野畑村、岩泉町、
宮古市、山田町に住んでいる人。
　 ただし、購入や販売を目的とす
る場合は利用できません
◆�その他…再生品の引き取りは後
日で費用は申込者負担。申込者
多数の場合は抽選となります
◆�問い合わせ先…宮古地区広域行
政組合施設課（☎0193-64-7111）

粗大ごみ再生品をお譲りします

　原動機付自転車を含むすべての
自動車は、自賠責保険・共済への
加入が法律で義務づけられていま
す。特に車検制度のない 250CC以
下のバイクは有効期限切れ、かけ
忘れに注意して下さい。
　自賠責保険の詳しい内容は、
http://www.jibai.jp で確認して
下さい。

自賠責保険・共済に加入を

◆募集職種・人数…清掃作業員・１名
◆業務内容…役場庁舎内清掃、役
　場敷地内環境整備（草取りなど）
◆勤務場所…役場
◆応募要件…なし
◆給与など…本村規定による（時
　給 715円）
◆加入保険…勤務時間による
◆期間…10月１日～平成 27年１月
　31日
◆勤務時間…月～金曜日、１日４

　～６時間程度
◆応募期限…９月22日㈪午後５時
◆応募方法…履歴書（写真付き）を
　提出して下さい。後日、応募者
　に面接の日時と場所をお知らせ
　します
◆応募・問い合わせ先…総務課（☎
　34-2111 内線 11）

臨時職員の募集について


