
　

　

　10 月５日現在、決定してい
るイベントをお知らせします。
※会場「ア」はアンバーホール、「お」はおらほーる

日時 イベント名 料金 会場

11/4 ㈮
～ 6㈰

市民芸術文化祭
( 展示部門など )

一部
有料

ア

6㈰
13:00 ～ 吹奏楽祭 無 ア

12 ㈯
15:00 ～

市民芸術文化祭
( モダンバレエ )

無 ア

12 ㈯
～ 13 ㈰

岩手芸術巡回
美術展

無 ア

27 ㈰
未定

市民芸術文化祭(舞踊) 有 ア

おらほーる劇場 有 お

問アンバーホール☎ 52－ 2700
問おらほーる　　☎ 72－ 3711

INFORMATION

11 月アンバーホール
� ・おらほーる

イベント
開催予定

子ども手当支給額が変更

　10 月分から、手当の支給額
が次のとおり変更になります。
10 月～翌年１月分の手当は翌
年２月に、2 月～ 3 月分の手当
は翌年 6月に支給します。
▶�変更後の支給額
　① 0～ 3歳未満…1万 5千円
　② �3 歳～小学生…1 万円（第

３子以降は 1万 5千円）
　③中学生…1万円
　手当の詳しい内容や申請方
法などは、広報 11 月１日号で
お知らせする予定です。

問子育て支援課☎ 52－ 2169

放射線量の測定結果

　市は、エヌエス環境㈱盛岡支
店に委託し、放射線空間線量を
９月 20 日に測定しました。
　結果（下表）は、放射線空間
線量低減策を実施する場合の指
標「毎時１マイクロシーベルト」
を大幅に下回っています。

測定
場所

測定した位置 ( 地上 )
5㌢ 50㌢ 1㍍

市役所 0.14 0.14 0.13
小鳩公園 0.15 0.15 0.14
※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

問生活環境課☎ 54－ 8003

短角牛の共進会開催 10 月 23 日㈰９時 30 分から、中町イベント広場
( 県立久慈病院跡地 ) で開催。牛の順位を予想す
るコンテストや短角牛肉の販売も行います。

問山形総合支所産業
建設課☎ 72－ 2129

広報 10／ 1 号
おわびと訂正

広報10月１日号の掲載内容に誤りがありました。おわびして訂正いたします。
▶ 22㌻「あんもっこ杯トロフィー製作者」訂正…越戸千松さん
▶ 26㌻「誕生おめでとう」追記…［長内地区］小節凜

りん

ちゃん（祐樹さん）

INFORMATION

２０１１.１０.１５号　２３　広報くじ№１３５

―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…11／９㈬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

　授業や部活動、施設を公開します。
正面玄関で受け付けをしてください。

問久慈高校　☎55－2211／ 同長内校　☎53－3787

　久慈高校長内校で文化祭「北斗
祭」を開催。ぜひご来場ください。
▶�日時・会場…10月26日㈬・27日
㈭18時～20時・久慈高長内校
問久慈高校長内校　☎53－3787

　「未来に羽ばたく力ここにあり」
をテーマに開催。模擬店のほか、工
業各科の公開などを行います。
▶�日時…①10月29日㈯12時～15時
30分②30日㈰９時45分～14時
▶会場…久慈工業高校
問久慈工業高校　☎78－2123

▶�日時…10月18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

　青年期精神保健講演会を開催。気
軽にご参加ください。（要申込）
▶演題…ひきこもりの理解と支援
▶講師…中央大学・山科満教授
▶日時…11月２日㈬18時～
▶会場…市防災センター
問久慈保健所　☎53－4987

久慈高校の学校公開

長内校文化祭「北斗祭」！

久慈工業祭ぜひお越しを

講演で“ひきこもり”理解

教育委員会議の予定

―法律相談―

◇会場…市役所１階・第３会議室◇
申し込み…当日８時30分から受け
付け・生活環境課☎54－8003
―人権相談―
◇日時…11／９㈬13時30分～16時
◇会場…市役所１階・第３会議室◇
相談員…鳥谷峯道子委員
―行政相談―
◇日時…11／17㈭13時30分～16時
◇会場…市役所１階・第３会議室◇
相談員…黒沼正雄委員、落合初次郎
委員
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時…①11／８㈫②22㈫10時～
16時◇会場…消費生活センター（市
役所東側）◇相談員…消費者信用生
活協同組合◇申し込み…同センター
☎54－8004
―多重債務者弁護士相談―
◇日時…11／24㈭10時～15時◇会
場…消費生活センター（市役所東
側）◇相談員…岩手弁護士会◇申し
込み…同センター☎54－8004
―年金相談―
◇日時…①11／11㈮②24㈭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

　ＪＡ新いわてが岩手収穫祭を開
催。農畜産物の販売や振る舞いなど、
おいしい企画盛りだくさん。野田会
場にはアンパンマンもやってきます。
▶�日時…10月22日㈯・23日㈰10時
～16時
▶�会場…同時開催①ＪＡ新いわて野
田支所前（野田村）②グリーンピ
ア三陸宮古（宮古市）
問ＪＡ新いわて　☎019－699－3311

　11月から開館時間が次のとおり変
更になります。冬も楽しく遊べる水
族館。皆さんぜひお越しください。
▶�11月からの開館時間…10時～17
時（入館は16時30分まで）
問もぐらんぴあ・まちなか水族館　☎53－9600

　森林を伐採する場合は、事前に届
け出が必要です。森林が所在する市
町村に忘れずに届け出てください。
▶�届出時期…伐採を始める90日～
30日前まで
▶�届け出る人…①自分で伐採する場
合は「本人」②業者に伐採を依頼
した場合は「本人と業者の連名」
問林業水産課　☎52－2122
問山形総合支所産業建設課　☎72－2129

　東日本大震災被災地支援チーム
「セーブイワテ」では、支援の一環と
してクルミの買い取りを行います。
　提供いただける人は10月31日㈪
までに申し込みください。11月上旬
に担当者が受け取りに伺います。
▶�買取金額…①オニグルミ１㌔250
円②ヒメグルミ（ハート型）１㌔
300円　※殻を洗い乾燥させたも
のを10㌔以上から買い取ります
問セーブイワテ（担当・寺井 ）☎090－9740－9201

ＪＡの復興支援収穫祭

まちなか水族館の開館時間

森林伐採は届け出必要！

クルミを買い取ります

▶�募集作品…小説、戯曲、童話、文
芸評論、随筆、詩、短歌、俳句、
川柳

▶�賞・賞金…①市民文芸賞・５万円
②優秀賞・３万円③奨励賞・２万円

▶応募期限…10月31日㈪まで
問社会文化課文化財室　☎52－2700

▶訓練科名…ＯＡ医療事務科
▶期間…12月13日㈫～３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
▶対象…求職者20人
▶申し込み…11月18日㈮まで
問ハローワーク久慈　☎53－3374

▶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

　10月24日㈪15時から入園説明会
を開催。願書受け付けは11月１日
㈫・２日㈬９時～12時です。

※５歳児は転入児のみです
問久慈幼稚園　☎53－1295

��

文芸賞・応募は 10月中

職業訓練の受講生募集

無料でスキルアップ

久慈幼稚園の園児募集

　ＪＲ東日本が運行するＳＬがんば
ろう岩手号（Ｃ61形蒸気機関車）
などの試乗会参加者を募集します。
▶�日時…11月17日㈭・送迎バスは
６時30分、やませ土風館出発

▶運行区間…ＪＲ一ノ関駅⇔北上駅
▶定員…沿岸市町村在住の120人
▶�応募方法…次を明記してハガキか
ＦＡＸで応募（１回につき２人ま
で応募可）。①住所②氏名③年齢
④性別⑤電話番号⑥送迎バス乗車
場所（久慈市は、やませ土風館）

▶募集期間…10月26日㈬まで
問県観光課内事務局　☎019－629－5572

ＳＬに試乗しませんか

★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

相談

お知らせ

募集

　当院の臨床検査科では、血液検
査や尿検査の結果を迅速に報告で
きるよう努めています。
　診察時には各検査項目のデータ
などを記載した用紙をお渡しして
いますので、健康管理などに活用で
きます。診察時に聞きそびれたこと

久慈病院
☎53−6131検査結果の迅速化に努力

があっても、その用紙があれば次
の診察時に確認しやすくなります。
　また、検査結果の迅速化を図る
ため、今まで外部に委託していた
腫瘍マーカー検査や細菌検査も院
内で実施しています。超音波検査
も臨床検査技師が実施しています。

保育園の園児募集は
広報１月１日号に掲載予定です

【応募先】①ハガキ…〒 020 − 8570 盛
岡市内丸 10 − 1　ＳＬがんばろう岩手
号試乗会係　② FAX…019 − 623 − 2510

日　　　　時 相　談　員
① 11 ／ ４ ㈮ 10：30 ～ 15：30 平本丈之亮弁護士
② 11 ／10 ㈭ 13：00 ～ 15：30 高 橋 牧 夫 弁 護 士
③ 11 ／16 ㈬ 10：30 ～ 15：30 石 田 吉 夫 弁 護 士

区　分 公　　開　　日　　時
久慈高校 10 ／ 24 ㈪～28 ㈮ 13：00～17：00
久慈高校
長 内 校

10 ／ 31 ㈪～ 11 ／４㈮ 
① 13：05～16：20 ② 17：20～18：55

コ　ー　ス 期　　間 定員
ワードビジネス活用Ⅰ 11 ／ 15 ㈫・16 ㈬ 15

区　分 対象児の誕生日等 募集
満３歳児 誕生日の翌日より入園可 10 人
３歳児 Ｈ 20．４．２～Ｈ 21．４．１生まれ 25 人
４歳児 Ｈ 19．４．２～Ｈ 20．４．１生まれ 25 人
５歳児 (※) Ｈ 18．４．２～Ｈ 19．４．１生まれ ７人

久慈市社会福祉事業団職員を募集
―���介護員３人���―

▶�受験資格…平成 24 年４月１日現在で
次のすべてに該当① 50 歳未満②介護
福祉士の有資格者③普通自動車運転
免許所持者（AT限定不可）

▶�申込方法…申込用紙は下記で交付。
郵便で請求する場合は、封筒の表に

「職員試験申込書請求」と朱書きし、
あて先と郵便番号を明記して 90 円切
手を貼った返信用封筒（長３）を同
封してください

▶申込期限…10 月 31 日㈪�※消印有効
▶試験日時…11 月 6日㈰ 10 時～
▶�試験会場…特別養護老人ホームぎん

たらす久慈

問久慈市社会福祉事業団☎61-3313
〒 028-0014 久慈市旭町 7-105-10


