76

10

28

毎月第３木曜日は行政相談の日です

１０

秋の全国交通安全運動について

２１

７６

３０

本山町行政連絡

３０

本山 町 役場

３０

︻ 隔週 水 曜日 発行 ︼

９月 日︵月︶〜９月 日︵水︶まで︑秋の
行政相談員は︑国︑県︑市町村が行っている仕事
全国交通安全運動が実施されます︒この運動は︑
に対する住民の皆さんからの苦情や意見・要望を受
町民一人ひとりが交通安全に対する意識を高め︑
け︑その解決や実現のお手伝いをしています︒
交通ルールを守り︑交通マナーの向上に努めると
相談は︑委員の自宅で受け付けるほか︑毎月第３
ともに︑安全で安心な人に優しい交通環境の改善
木曜日に町役場で定期的に開催される行政相談所で
に向けた取組を推進することにより︑交通事故を
も受け付けています︒ぜひ︑お気軽にご相談下さい︒
防止することを目的とします︒
○と き ９月 日︵木︶ 午前 時〜正午
○ところ 役場一階応接室
○運動の基本
︵変更になる場合があります︶
︻高齢者の交通事故防止︼
○問い合わせ先
﹃高齢の方が歩いて外出するときは﹄
行政相談員 曽我部 巧
左右の安全をよく確かめ︑道路の中央付近で
自宅／本山町本山三一六番地
はもう一度左側の安全を確認する余裕をもっ
︵電話
︱２６８７︶
て横断しましょう︒
﹃高齢運転者の方は﹄
毎月第３金曜日は︑高知地方裁判所
車を運転する際は︑個人差はありますが︑加
民事・家事相談の実施日です
齢とともに身体機能が低下することを自覚し
て︑より慎重な運転を心がけましょう︒
高知地方裁判所職員による﹁民事・家事相談﹂を
﹃その他の運転者は﹄
実施しますので︑日頃より心配事や悩み事がありま
高齢者のそばを通行するときは︑徐行するな
したら︑この機会に民事・家事相談を受けてくださ
ど思いやりのある運転をしましょう︒
い︒
なお︑相談は事前予約制︵相談日の１週間前まで︶
︻問い合わせ先︼
となっていますので︑当日の飛び込みによる相談は
総務課内 本山町交通安全町民会議
受けられません︒
電話
︱２２２３
必ず︑電話等で予約を入れてください︒

７６

相談日 ９月 日︵金︶
相談時間は︑午後１時より午後３時 分
まで︒１組あたりの相談時間は︑ 分です︒
事前予約連絡先
総務課 電話
︱２２２３
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編集・発行
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本山町社会福祉協議会職員募集について
22

第 ７７５号

平成 年４月１日採用予定の本山町社会福祉協
議会職員採用試験を行います︒
︻採用予定人員︼１名
︻受験資格︼
１ 昭和 年４月２日から平成４年４月１日ま
でに生まれた人
２ 介護福祉士等の資格を有する人
３ 普通自動車免許を有する人
︻試験の方法等︼
日
時
月９日︵金︶午前９時から
場
所 本山町本山５６９︱１
本山町プラチナセンター３階研修室
試験内容 作文・面接
※ その他詳細は社会福祉協議会へお問い合わせ
下さい︒
︻受験手続︼本山町社協備付試験申込書に記入のう
え提出︵写真添付︶持参又は書留郵送
︻申し込み期限︼９月 日︵月︶必着
︵土 日･・祝日は除く︶
︻問い合わせ先・提出先︼
〒７８１︱３６０１ 本山町本山１０４１
本山町社会福祉協議会
電話
︱２３１２
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平成

年度の事業実施要望の募集について

●グラウンドゴルフ教室
日程 ９月 日︵火︶
・ 日︵火︶
午後６時受付
〃 ６時 分開始
〃 ８時終了
場所 本山小学校グラウンド
会費 無料
︻問い合わせ先︼
もとやま元気クラブ事務局／中央公民館
電話
︱２０８４
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乳幼児医療費受給者証の更新申請について

１０月３１日・１１月１日

１１月７日・８日

１０月２４日

２次試験

１２月２日〜４日

１２月１５日〜１９日

１１月２１日・２２日

防衛大学校で４年間学び、幹部自衛
官として、部隊の指揮官あるいは、
教官・研究員・パイロットとなり自
衛隊の中枢で活躍します。

自衛隊中央病院高等看護学院で３年
間学び、終了時に正看護師国家試験
を受けて各地の自衛隊病院で活躍し
ます。

防衛医科大学校で６年間
学び、医師国家試験

来年︵平成 年︶の４月以降に︑農業機械や農地
の整備等の事業実施をお考えでありましたら︑９月
日︵木︶までにご連絡をお願いします︒
実施予定の内容については︑お伺いした後に︑事
業実施が可能かどうかを相談させていただきます︒
必要事項は︑次のとおりです︒
○事業申請団体
○取り組み希望内容︵農業機械購入︑水路整備等︶
○事業実施金額︵見積書必要︶
○実施場所の確認できるもの
︵※役場で教えていただければ大丈夫です︶
ご不明な事項がありましたら︑来｢年度の事業につ
いて と｣して︑ご相談下さい︒

１次試験

内 容

９月７日〜１０月２日

受 付

高卒（見込含）２４歳未満

高卒（見込含）２１歳未満

資 格

10
30

看護学生

航空大学校

防衛医科大学校

種 目

︻問い合わせ先︼
まちづくり推進課 産業振興班
電話
︱３９１６
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乳幼児医療費助成制度は︑乳幼児の医療費の一部
を助成することにより保険の向上と福祉の増進をは
かることを目的としています︒
現在お持ちの﹁乳幼児医療費受給者証﹂の有効期
限は︑一部を除き９月 日までになっています︒
月１日以降は使用できなくなりますので︑９月 日
︵水︶までに更新申請をしてください︒
○ 申請に必要な書類
乳幼児医療費受給資格認定︵更新︶申請書
︵子供１人につき１枚記入︶
健康保険証︵子供の名前の入っているもの︶
平成 年１月１日以降本山町に転入された方
は︑前住所地の市町村長が発行する﹁所得課税
証明書﹂
公務員の方は︑
﹁児童手当受給証明書﹂
※ なお︑現在乳幼児医療費の助成を受けている方
には︑役場から申請書を送付いたします︒
詳しいことは︑お問い合わせください︒
︻問い合わせ先︼
住民生活課 電話
︱２１１３
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もとやま元気クラブ各教室の開催について

30

３０

30

24

●ピンポン教室
日程 ９月９日︵水︶より 毎週月曜日
午後７時 分〜
場所 本山小学校体育館
会費 １００円
●ヨガ教室
日程 ９月 日︵土︶
・ 日︵土︶
午後７時
場所 本山町プラチナセンター
会費 会 員
１︐０００円
会員外
１︐３００円
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自 衛 官 募 集

【問い合わせ先】 自衛隊高知地方協力本部高知募集案内所
電話 ０８８−８２３−２００６
ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/kochi/

