
■親子スイミング教室
▶ 日時…①6/21㈯②7/19㈯③8/23
㈯④9/27㈯10時30分～11時30分
▶ 対象…３歳以上の就学前児童と保
護者
▶定員…各回10組（先着順）
▶ 参加料…500円※子ども１人追加
につき300円を加算
▶申込期限…各開催日の前日
■健脚度測定会・水中運動教室
▶日時…６月24日㈫10時～12時
▶対象・定員…60歳以上・15人
▶参加料…500円
▶申込期限…６月22日㈰
問 福祉の村屋内温水プール　☎53-9292

　岩手県共同募金会では、地域課題
の解決に向けた取り組みを行う町内
会などの住民団体の活動を助成しま
す。詳しくは問い合わせください。
▶ 対象事業…①防災マップや地域福
祉活動計画の作成（限度額15万円）
②地域住民が参加する除雪支援活
動（限度額30万円）
▶申込期限…５月30日㈮
問 久慈市社会福祉協議会　☎53-3380

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶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

　県企業局では、太陽光発電などを
利用した設備を設置するために要す
る経費を助成しています。申請方法
など、詳しくは問い合わせください。
▶ 対象…町内会や各種組合・組織など
市内に事務所を置く公共的団体等
▶申込期限…６月13日㈮
問 県企業局 　☎019-629-6388

　応急手当や心配蘇生法、ＡＥＤの
使用方法などの講習会です。
▶内容…普通救命講習Ⅰ
▶日時…６月８日㈰９時～12時
▶会場…防災センター
▶定員…中学生以上30人※受講無料
▶申込期限…６月６日㈮
問 久慈消防本部 　☎53-0119

　聴覚障害や手話について学び、聴
覚障害者の社会参加を支援する手話
奉仕員としての基礎的な知識を身に
つけるための養成講座です。
▶ 日時…５月31日㈯から全27回（毎
回土曜日）13時30分～17時

▶ 会場・定員…久慈市総合福祉セン
ター（福祉の村）など・20人程度
▶参加費…テキスト代3,240円
▶申込期限…５月26日㈪
問 社会福祉課 　☎52-2119

　

分～16時◇会場…アンバーホール
※年金番号のわかるものをご用意く
ださい◇申し込み…二戸年金事務所
☎0195－23－4111
―福祉の資格、仕事の相談・予約制―

◇申し込み…県社会福祉協議会（城
内）☎080‒1651‒6203（公用携帯）

　離婚や養育費などの相談に、弁護
士が無料で応じます。秘密は厳守。
気軽にご利用ください。
▶ 日時…①６月３日㈫10時～15時
②４日㈬９時30分～14時30分　
※予約が必要です
▶会場…久慈地区合同庁舎
▶対象…ひとり親家庭、寡婦など
問 振興局保健福祉環境部　☎53-4982

　三陸国道事務所では、三陸沿岸道
路（普代－久慈間）の工事の様子な
どを定期的に紹介しています。どう
ぞご覧ください。
▶ 閲覧場所…市役所市民ホール・土
木課、各支所、各市立公民館
問 三陸国道事務所久慈維持出張所 ☎53-2790

　盛岡地方法務局では、東日本大震
災により土地が不規則に移動した市
内の一部地域で、登記所に備え付け
ている地図の修正作業を実施します。
　現況測量のため、土地所有者の承
諾を得た上で現地に立ち入りますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
▶現況測量…５月～12月
▶ 対象地区…長内町第24地割、第
35地割の一部、第36・37地割、第
40地割の一部、第41・42地割
問 盛岡地方法務局　☎019-624-9855

★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

　参加は無料。就労や自立に関する
ことなども気軽にご相談ください。
▶日時…６月５日㈭10時～
▶会場…アンバーホール
▶ 対象・定員…15～40歳未満の求
職者や、その保護者・15人
問 いわてパノラマ福祉館　☎019-639-8383

　６月１日現在で市の永久選挙人名
簿に新たに登録された人の氏名、住
所、生年月日などを記載した書面の
縦覧を行います。
▶ 期間…６月３日㈫～７日㈯８時30
分～17時
▶ 会場…市選挙管理委員会事務局
( 市役所１階・議会棟側 )
問 選挙管理委員会事務局　☎内線472

　社団化30周年の記念講演。元キャ
スターで神奈川県知事の黒岩祐治氏
が、地域を元気にする取り組みなど
を紹介します。参加費は無料。事前
に申し込みください。
▶ 日時・会場…６月６日㈮17時30分
～18時30分・久慈グランドホテル
問 久慈法人会　☎52-2273

▶日時…６月８日㈰８時30分～15時
▶会場…陸上自衛隊岩手駐屯地
▶ 内容…音楽隊による演奏や、戦車
などの体験搭乗、装備品展示など
問 陸上自衛隊岩手駐屯地　☎019-688-4311

▶日時…５月29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有り
問 総務学事課　☎52-2154

　６月１日～７日の水道週間にあわ
せて、白山浄水場を一般公開します。
▶日時…６月１日㈰９時～15時
問 水道事業所　☎52-2189

◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇申し込み…当日８時30分か
ら・生活環境課☎54－8003
―特設人権・登記相談―
◇日時…６／３㈫10時～15時◇会
場…長内公民館◇相談員…全人権擁
護委員、盛岡地方法務局二戸支局職
員◇連絡先…生活環境課☎54－8003
―行政相談―
◇日時…６／24㈫13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…行政相談委員（大
沢リツ子委員、大矢内利男委員）◇
連絡先…生活環境課☎54－8003
―くらしとお金の安心相談会・予約制―
◇日時…６／18㈬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
組合相談員◇申し込み…同センター
☎54－8004
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…６／26㈭10時～15時◇会
場…消費生活センター (市役所東側 ) 
◇相談員…岩手弁護士会所属弁護士
◇申し込み…同センター☎54－8004
―年金相談・予約制―
◇日時…①６／11㈬②25㈬10時30

日  時 相談員
①６/５㈭10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

②６/11㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

③６/19㈭10:30~15:30 長谷川博一弁護士

―法律相談・予約制―
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若者ステップアップセミナー

久慈法人会の公開講演会

軽自動車税（全期）…………………………………… ６月２日

学校給食費（１期）…………………………………… ５月26日

ひとり親家庭等法律相談

募 集

久慈病院
☎ 53-6131

住民支え合い活動を助成

福祉の村温水プールに行こう

2014.5.15号　２

メガバンク健診者へのお願い

無料でスキルアップ
コース 期間 定員

ＪＷ－ＣＡＤ基礎 6/10㈫～11㈬ 10
ＪＷ－ＣＡＤ応用 6/17㈫～18㈬ 10

第 67回岩手芸術祭
テーマを募集します

登記所の地図を修正します

岩手駐屯地を一般公開

広報５／１号
おわびと訂正

　広報５月１日号17㌻「今月の元気ちゃん」の年齢と地区に誤りが
ありました。正しくは次のとおりです。おわびして訂正します。
○ 誤 ３歳・山形町　⇒　○ 正 ５歳・大川目町

　

　市は、市内の全小・中学校な
ど、137カ所の放射線量率を測
定しました。地上高１㍍での
測定結果は、最小0.03マイクロ
シーベルトで最大でも0.08マイ
クロシーベルト。国が定める基
準0.23マイクロシーベルトを大幅
に下回っています。

測定位置 平均値
４月測定 ３月測定

１㍍ 0.054 0.039
50㌢ 0.055 0.042
５㌢ 0.061 0.049

問 生活環境課　☎54-8003

４月 15～18 日実施
放射線量率の測定結果

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

三陸沿岸道路の工事状況

白山浄水場を一般公開

応 急 手 当 を 学 ぼ う！

手話奉仕員になろう

日  時 会　場
①６/３㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②６/11㈬ 9:30~11:30 ハローワーク久慈
③毎週月曜 9:00~16:00 総合福祉センター

永久選挙人名簿の縦覧

教育委員会議の予定

　

アンバーホール
・おらほーる６月 イベント

情　報

期日 イベント名 料金
27㈮　～
　29㈰
９：00~

第20回久慈書道協会展 無

※５月５日現在。おらほーるの予定はありません

問アンバーホール ☎52-2700

　いわて東北メディカル・メガ
バンク機構が実施した健診で、
「要精密検査」と判定された人が、
当院を多数受診された場合、通
常の外来業務が混乱することが
予想されます。
　同機構での健診後に、受診を

希望される人は、受診される前
に電話でご確認くださるようお
願いいたします。

▶電話番号…53-6131（内線1151）
▶ 受付時間…９時～17時（平日
のみ）

　震災からの復興と、芸術文化の
創造・発展をイメージさせる岩手
芸術祭のテーマを募集します。
▶ 応募資格…県民、県出身または
県内に本籍がある人

▶ 応募方法…次の事項を明記し、
はがき、メールまたはＦＡＸで
応募①応募テーマ（５点以内）
②氏名（ふりがな）③年齢④性
別⑤職業（学生の場合は学校名
と学年）⑥住所⑦電話番号

▶ 応募先…①郵送／〒020-0023
　盛岡市内丸13-1 第67回岩手芸
術祭実行委員会事務局テーマ募集
係②メール／ geijyutsu67@iwate-
bunshin.jp ③ FAX ／019-625-3595
▶ 表彰…①優秀作／賞状及び賞金
２万円②佳作／賞金５千円

　※中学生以下の場合は図書カード
▶応募期限…５月31日㈯
問  岩手芸術祭実行委員会事務局 
☎019-654-2235

３　広報くじ№197


