
★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。
この
立つ

関上こども
クリニック

久慈市長内町24-98-2
☎0194－75－3722

小児科・アレルギー科・内科診療案内

休診日：水曜・祝日
６月14日㈯は臨時
休診日です（　　　　） ※日曜も

診療して
います。 久慈市長内町34ー26ー1

ＴＥＬ 0194ー52ー1155

真心をこめた料理をお届け致します。
《各種仕出し料理承ります》
祝膳・仏膳・折詰・弁当・オードブル・寿司
（御予算に合わせてご用意させて頂きます。）
安心安全の目印「Ｓマーク」登録店

㈲野場造花仏具店
久慈市十八日町　☎52‒2010

24時間体制で受付ております

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館

仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

ちだ医院
久慈市門前37‒56‒26　☎61‒3366

小児科・内科
アレルギー科

当院で接種可能な予防接種
▶▶▶成人の麻疹風疹・肝炎は初回のみ予約必要◀◀◀

三種混合・四種混合・二種混合（ジフテリア・破傷風）・
BCG・麻疹風疹混合・日本脳炎・Hib（ヒブ）・小児
肺炎球菌（プレベナー）・子宮頸癌・不活化ポリオ

インフルエンザ・ロタウィルス・水痘・
おたふくかぜ・B型肝炎・A型肝炎・
成人の肺炎球菌・麻疹・風疹　等

任意の
ワクチン

久慈ひまわり基金
法律事務所

営業時間　平日9：00～17：30
久慈市川崎町12‒18　YKビル1階

※要予約
TEL0194‒61‒1818

相続
破産

遺言 離婚 債務整理
成年後見 不動産登記

など何でもご相談下さい

塗り替えいかがですか?

出窓.ハフ.窓枠.ベランダ等

手塗りで仕上がりキレイ

見積りだけでもOK!月払いOK

☎53‒5636長内商事久慈市中町一丁目18

屋根のペンキ塗り替え
　　　　　　　　　シーズンです
屋根のペンキ塗り替え
　　　　　　　　　シーズンです
屋根のペンキ塗り替え
　　　　　　　　　シーズンです
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　県では、地域全体で青少年の健全
な育成や非行防止を効果的に図るた
め、青少年育成委員を選任しました。
▶任期…平成27年３月31日まで
▶ 委員（地区）…新田宏和（久慈）、
小野寺裕（小久慈・長内）、神成
俊也（大川目）、橋場博樹（夏井）、
桑田和雄（侍浜）、欠畑誠（宇部）、
中村友平（宇部）、田中正俊（山形）

問 社会福祉課　☎52-2119

　航海士や機関士などを目指す学生
を育てる国立宮古海上技術短期大学
校では、オープンキャンパスを開
催。詳しくは問い合わせください。
▶ 日程…①見学型・６月14日㈯②体
験型・７月５日㈯、７月26日㈯、９
月６日㈯

問 宮古海上技術短期大学校☎0193-62-5316

　セクハラ、パワハラなどによる精
神障害の労災請求などの相談に、臨
床心理士が応じます。
▶ 日時…毎月第１・４木曜日９～12時
▶ 会場…岩手労働局労災補償課・相
談室（盛岡第２合同庁舎）
問 岩手労働局労災補償課 ☎019-604-3009

　久慈書道協会会員の力作を多数展
示します。入場は無料です。
▶期間…６月27日㈮～29日㈰
▶会場…アンバーホール３階展示室
問 久慈書道協会事務局　☎59-3354

　「歩道」所属の山本豊先生を講師
に迎えて勉強会を開催します。興味
のある人は気軽にお越しください。
▶日時…６月14日㈯13時～15時30分
▶会場…中央公民館・小会議室
問 久慈短歌会事務局　☎55-2714

　世界最高級のスタインウェイ社ピ
アノで演奏してみませんか。申込方
法など詳しくは問い合わせください。
▶ 日時・会場…８月10日㈰９時30
分開演予定・アンバーホール
▶対象…市内在住の小学生以上
▶定員…先着100組※参加無料
▶申込期限…６月20日㈮
問 社会文化課　☎52-2700

　来年の桃の節句に向けて、楽しく
作ってみませんか。
▶ 期間…６月28日㈯から月１回開
催、全10回予定
▶ 時間・定員…９時～12時（初心者・
２年目コース）、13時～15時（３
年目コース）・各20人（先着順）

▶会場…やませ土風館・風の館
▶参加料…無料（材料費は各自負担）
問 久慈市観光物産協会　☎66-9200

▶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

▶科名…ＯＡ介護科
▶ 内容…介護職員初任者研修課程、
Word・Excel 操作実習など
▶期間…７月１日㈫～４カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会（川崎町）
▶定員・受講料…求職者14人・無料
▶申込期限…６月９日㈪
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　サンエールでは、ヨガやパソコ
ン ( 中級者コース )、クラフト教室、
籐工芸、手編みの講座を７月から開
設します。申込方法など、詳しくは
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

市の職員は６月～９月まで軽装で
執務します。皆さまのご理解をお
願いします。

お知らせ

募 集

県青少年育成委員を選任

クールビズを実施

 問総務課　☎ 52-2112

海上技術短期大学校を公開

職場ストレスの労災相談

ピアノマラソンコンサート

つるし飾りを作ろう！

短歌に触れてみませんか

サンエールで学ぼう！

コース 期間 定員
ヒューマンエラー／ポ
カミスの効果的防止策 6/24 ㈫～25 ㈬ 10

デジカメ写真活用 7/1 ㈫、7/9 ㈬ 15

職業能力訓練の受講生

無料でスキルアップ

書道協会展を開催！

　中心市街地に居住するために、他
の地域の人が次の種類の住宅を新築
する場合、補助金を交付します。詳
しくはお問い合わせください。
■ 中心市街地
　中央、本町、巽町一・二丁目、柏崎一丁目、
中町一・二丁目、二十八日町、十八日町、八
日町、中の橋、荒町一・二丁目※一部区域外

問 建築住宅課　☎52-2120

　県介護支援専門員の実務研修受講
試験を実施。申込書は元気の泉、社
会福祉課、山形福祉室で配布します。
▶日時…10月26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１日㈫～14日㈪
問 地域包括支援センター　☎61-1557

　「プロと尼と妻とワタシ」と題して
落語家の 露の団姫（尼僧 春香）さ
んの講演会がアイーナ（盛岡市）で
開催。参加は無料です。
▶日時…６月15日㈰10時～15時30分
▶定員…25人　※バスで送迎します
▶申込期限…６月５日㈭
問 子育て支援課　☎52-2169

　久慈国家石油備蓄基地では、東日
本大震災の津波で被災した施設の復
旧や、新施設の完成を記念した市民
見学会を開催。ぜひご参加ください。
▶ 日時…６月24日㈫～26日㈭13時
～16時※市役所からバスで移動
▶定員…各日30人（先着順）
▶申込期限…６月17日㈫

問 産業開発課　☎52-2369

　東日本大震災により被災した住宅
の新築・補修や、宅地の復旧などを
支援するため、利子補給や補修等工
事費の補助を行います。
補助内容や手続き方法など、詳しく
は問い合わせください。
▶受付期限…平成27年１月20日㈫
問 建築住宅課 ☎52-2120

市営住宅空きあります

▶申込期限…６月13日㈮
問 建築住宅課　☎52-2120
問 山形総合支所産業建設課　☎72-2129

　工作やお楽しみ会など、小学生の
学習活動をお手伝いするサポーター
を募集中。気軽にご連絡ください。
問 中央公民館　☎53-4606

●広告掲載に関する問い合わせは
㈱レーベル ' ホールディングス（☎ 52‒0041）まで

市街地への住宅新築に補助

市営住宅空きあります
住宅名 戸数 家賃（月額）

宇部和野平地区住宅 １ 2,000 円～ 3,000 円
萩ケ丘地区住宅① １ 3,400 円～ 5,100 円
萩ケ丘地区住宅② １ 3,500 円～ 5,200 円

川井団地 １ 2,900 円～ 4,300 円

介護支援専門員の試験

石油備蓄基地の市民見学会

被災住宅の再建を支援

放課後子ども教室サポーター

男女共同参画フェスティバル

基地内では、車両の乗り入れや火気の持
ち込み、写真・ビデオ撮影はできません

市議会
６月定例会 問 議会事務局

　 ☎ 52-2188

◇本会議…６/６㈮◇一般質問…６/17㈫・
18㈬◇常任委員会…６/20㈮◇予算特別
委員会…６/23㈪◇本会議…６/25㈬

６／１～ 10は電波利用環境保護周知啓発強化期間
■電波は、ルールを守って正しく使いましょう

６／８～ 14は危険物安全週間
■推進標語「危険物  読みはまっすぐ  ゼロ災害」

種　類 建設費の補助率と限度額
住　 宅 1/10・100 万円限度
兼用住宅 住宅部分の 1/10・100万円限度

賃貸住宅 １戸当たり 1/10・50 万円限度
※ 10 戸まで

暮らしの

情報情報


