
　

　

2０１１.６.１５号　２３　広報くじ№１27

―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…①７／13㈬②27㈬10時～
14時◇会場…ジョブカフェ久慈◇
連絡先…岩手県社会福祉協議会（担
当・長畑）　☎080－1651－6203

　解雇や賃金未払い、パワハラなど
労使トラブルに関する無料労働相談
会を開催。事前にご予約ください。
▶日時…７月10日㈰13時～16時
▶会場…合同庁舎
問岩手県労働委員会　☎019－629－6276

　７月１日から県条例「障がいのあ
る人もない人も共に学び共に生きる
岩手県づくり条例」が施行されます。
　この条例は、障がいがある人とな
い人が尊重し合い、ともに生活して
いく地域づくりを目指すものです。
詳しくは県ＨＰをご覧ください。

問県障がい保健福祉課　☎019－629－5447

　東日本大震災で被害が発生したこ
とにより、土地の高値を見込んだ買
い占めや、不当な価格で土地が取り
引きされる恐れがあります。
　このような事態を未然に防ぎ、適
正な土地価格を保つため、不当な取
り引き情報を知り得た人や怪しいと
感じた人は、ご連絡をお願いします。
問政策推進課　☎52－2115

▶日時…６月21日㈫15時30分～
▶会場…市役所３階第１会議室
※傍聴可。日程は変更する場合あり
問総務学事課　☎52－2154

県条例施行　障がい者とともに

教 育 委 員 会 議 の 予 定

不当な土地取引の情報を

―法律相談―

◇会場…①②市役所１階・第３会議
室③市役所２階・特別会議室◇申し
込み…当日８時30分から生活環境
課☎54－8003
―人権相談―
◇日時…７／７㈭13時30分～16時
◇会場…山形総合支所◇相談員…馬
場憲也委員
―行政相談―
◇日時…７／13㈬13時30分～16時
◇会場…市役所１階・第３会議室◇
相談員…落合初次郎委員、黒沼正雄
委員
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時…①７／12㈫②26㈫10時～
16時◇会場…消費生活センター（市
役所東側）◇申し込み…同センター
☎54－8004
―多重債務者弁護士相談―
◇日時…７／21㈭10時～15時◇会
場…消費生活センター（市役所東
側）◇申し込み…同センター☎54
－8004
―年金相談―
◇ 日 時 … ① ７ ／14㈭ ②27㈬10時
30分～16時◇会場…アンバーホー
ル◇申し込み…二戸年金事務所☎
0195－23－4111

　市立図書館では次の期間、開館中
に蔵書点検を行います。点検中の書
棚の図書は利用できません。ご不便
をお掛けしますが、ご理解、ご協力
をお願いします。
▶期間…６月28日㈫・29日㈬
問市立図書館　☎53－4605

　平成24年３月高校卒業予定者を
対象とした求人の受け付けが始まり
ます。早期の求人申し込みが、より
良い人材の確保につながります。
　求人申し込みは、お早めにお願い
します。
▶受理開始日…６月20日㈪～
問ハローワーク久慈　☎53－3374

　東北財務局では、㈱中三の「商品
券」の還付申し出を受け付けていま
す。お持ちの商品券は、下記に郵送
か持参して申し出ると還付されま
す。詳しくは問い合わせください。
※友の会お買い物券は対象外です

▶受付期間…８月８日㈪まで
問盛岡財務事務所　☎019－625－3353

　７月29日㈮～31日㈰にアンバー
ホールで上演される「親指こぞう・
ブケッティーノ」の関連企画とし
て、出演者による体験講座を開催し
ます。さまざまな声の出し方などを
楽しく学んでみませんか。
▶日時…７月17日㈰　14時～16時
▶会場…アンバーホール
▶ 対象…小学生以上25人。 事前に

申し込みください
問アンバーホール　☎52－2700

市立図書館の蔵書点検

新規高卒者の求人を受付

中三デパートの商品券還付

声であそぶ♪体験講座

解雇や未払い 無料で相談

　元気な体づくりを目指す ｢フッと
らくらく教室」を開催。トレーニン
グや健康に役立つ講話を行います。
▶日時…初回７月15日㈮　13時～
　※９月まで毎月２回。全６回開催
▶会場…やませ土風館
▶対象…65歳以上・30人
▶申し込み…６月30日㈭まで
問地域包括支援センター　☎61－1557

　３月の桃の節句に向けて飾りを作
る講座です。申し込みはお早めに。
▶日時…初回６月25日㈯13時～
　※講座は月１回。全９回開催
▶会場…やませ土風館
▶持ち物…裁縫道具
▶参加費・定員…500円・先着20人
問久慈市観光物産協会　☎66－9200

▶時間…９時～16時
▶申し込み…２週間前まで
問久慈職業能力開発センター　☎53－6261

　７月に「家庭での介護術」「ヨー
ガ・エアロビ」の講座を開講。８月
以降も、ちぎり絵、ダンス、籐工芸、
料理などの講座を開きます。詳細は
気軽にお問い合わせください。
問勤労者家庭支援施設（サンエール）☎52－7400

足腰を丈夫にしよう！

つるし飾りを作ろう！

無料でスキルアップ

サンエールで学ぼう！

　県介護支援専門員実務研修受講試
験を実施。申込書は６月20日 ( 月 )
から元気の泉、社会福祉課、山形福
祉室で配付します。
▶日時…10月23日㈰10時～
▶ 会場…①岩手産業文化センター・

アピオ②盛岡大学
▶ 受験資格…保健・医療・福祉分野

で５年900日以上（一部10年1,800
日以上）の実務経験がある人

▶ 申込期間…７月21日㈭～８月１
日㈪

問地域包括支援センター　☎61－1557

▶日時…７月10日㈰
▶ 会場…盛岡市、仙台市、青森市、

東京都（全４会場）
▶ 募集職種…薬剤師、診療放射線技

師、臨床検査技師、作業療法士、
管理栄養士、助産師、看護師ほか

▶ 受験資格…昭和50年４月２日以
降生まれの人

▶申し込み…６月28日 ( 火 ) まで
問岩手県医療局　☎019－629－6322

▶ 手 数 料 … １ 種 類 に つ き5,200円
（他の免許所持者は3,900円）
▶申し込み…試験日の２週間前まで
問振興局保健福祉環境部　☎53－4987

介護支援専門員の試験

県立病院の採用試験

狩猟免許試験を実施

★本 庁 舎　☎５2－2１１１
★山形総合支所　☎72－2１１１
★宇部支所　☎５６－2１１１
★侍浜支所　☎５８－2１１１
★山根支所　☎５7－2１１１
※市役所の各課の番号は直通電話
です。また、上記の代表電話から
も掛けられます

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

らしの
情報暮

I N F O RMAT I O N

　人権を守るため、相談活動
や啓発活動に取り組んでいる
人権擁護委員。このほど、長
年の活動が評価され、次の委
員が表彰されました。
　仙台法務局長表彰を受賞し
た香木正委員は「今後は、子
どもと高齢者の人権問題に特
に力を入れていきたいです」
と意欲を燃やしていました。
■受賞者（敬称略）

▼仙台法務局長表彰…香木正
　（写真左）、馬場憲也（右）

▼岩手県人権擁護委員連合会
　長表彰…間加壽子（中）

　長年の精力的な活動が認め
られ、市人権擁護委員として
二戸人権擁護委員協議会会長
を務めた故大橋栄太郎委員（４
月 30 日死去）に、法務大臣表
彰と法務省人権擁護局長表彰
が贈られました。

人権擁護委員表彰

長年の活動を評価

TOWN
TOPICS

　当院は久慈地域唯一の急性期病院
として24時間365日、救急患者さん
を受け入れています。
　救命救急センターでは緊急に治療
を要する重症患者さんの治療に重点
を置いています。深刻な医師不足の
中、軽症患者さんの受診が減ること

久慈病院
☎53−6131

で、急性期医療に力を注ぐことがで
きます。命を守るため、次の点にご
理解とご協力をお願いします。
①��夜間、休日の安易な受診は控えま
しょう。
②�軽症の患者さんは、まずは、かか
りつけの病院を受診しましょう。

人事異動
６月１日付け　市職員の

■部長級３人

▼ 市民生活部長（総務課長）
…勝田恒男 ▼ 山形総合支所長
（市民生活部長）…中居正剛 ▼

議会事務局長（商工観光課長）
…一田昭彦

■課長級１人

▼山形診療所事務長（ふるさ
と振興課長）…賀美吉之

市は６月１日付で人事異
動を発令しました。異動し
た職員は次のとおりです。
※ (　) 内は旧所属名

広報６月１日号
おわび

広報６月１日号 22㌻「おめでた・おく
やみ」の一部の文字が、誤って朱色で
印刷されました。おわび申し上げます。

募集

お知らせ

【郵送先】東北財務局金融監督第三課
〒 980－8436　仙台市青葉区本町3－3－1

【持参先】盛岡財務事務所理財課
〒 020 －0023　盛岡市内丸 7－25

日　　　　時 相　談　員
①７／ ８㈮ 10：30 ～ 15：30 平本丈之亮弁護士
②７／14 ㈭ 13：00 ～ 15：30 高 橋 牧 夫弁護士
③７／27 ㈬ 10：30 ～ 15：30 石 田 吉 夫弁護士

【相談窓口も開設】
　７月１日からは久慈市社会福祉協議
会に障がいのある人の相談窓口が開設。
不利益な取り扱いを受けた場合など、
困りごとを相談ください。

コース 期間 定員
第二種電気工事士受験講習 ７／13 ㈬・14 ㈭ 10
エクセル 2007 初級 ７／20 ㈬・21 ㈭ 15
エクセル 2007 中級 ７／26 ㈫・27 ㈬ 15

日　時 会　場 免許の種類
７／ 17 ㈰

９時～
東山地域交流セ
ンター（一関市） 網猟、わな猟、

第 一 種 銃 猟、
第二種銃猟９／４㈰

９時～
県消防学校

（矢巾町）

相談

久慈病院からお願い ―命のため協力を―




