
★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

暮らしの

このページでは、くらしに役
立つ情報をお知らせします。

情報情報
この
立つ

　弓道の体験教室を開催します。参
加は無料。運動できる服装で参加し
てください。
▶ 日時…①６月27日㈮②７月５日㈯、
18時30分～20時
▶ 会場・定員…市民弓道場（アンバー
ホール裏手）・市民10人程度
▶申込期限…各開催日の前日※先着順
問 市民体育館 ☎61-3353

　申込書は久慈保健所で配布。詳し
い試験内容は県ＨＰをご覧ください。
▶日時…９月17日㈬10時～12時
▶会場…久慈地区合同庁舎
▶申込期間…６月30日㈪～７月11日㈮
問 久慈保健所　☎53-4987

▶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

　アサヒグループホールディングス
では、郷土芸能の保存・発展に貢献
するコミュニティ活動を助成します。
対象経費や期間など、詳しくは問い
合わせください。
▶申込期限…６月27日㈮
問 まちづくり振興課　☎52-2116

　シャワークライミングや洞窟探検
など、充実したプログラムのキャン
プです。今年の夏はたくさんの仲間
と一緒に大自然を冒険しよう！
▶期間…７月30日㈬～８月３日㈰
▶会場…内間木キャンプ場ほか
▶対象…小学２年生～中学３年生
▶定員・参加費…30人・２万円
▶申込期限…７月18日㈮
問 交流促進課　☎52-2168

　女の子の体の変化や生理、母と娘
の絆などについて、助産師が分かり
やすくお話します。
▶日時…７月12日㈯13時30分～
▶会場…久慈市総合福祉センター
▶ 対象・定員…小学４～６年生の女
児と、その母親・15組程度
▶参加費…1,000円／組（記念品含む）
▶申込期限…７月８日㈫
問 ハッピーバース研究会（多田）
　☎090-4045-8954

　市指定天然記念物のチョウ「チョ
ウセンアカシジミ」の観察会。貴重
な姿を観察してみませんか。
▶ 日時…７月13日㈰13時30分～16
時※アンバーホール正面に集合後、
バスで移動します
▶会場…宇部町内の生息地
▶定員…市民25人※参加無料
▶申込期間…６月20日㈮～７月９日㈬
問 社会文化課文化財室 ☎52-2700

バッタリーキャンプ２０１４

久慈病院
☎ 53-6131

無料でスキルアップ

チャレンジ・ザ・弓道

久慈病院お産情報

郷土芸能の保存・発展を助成

コース 期間 定員
第二種電気工事士
技能試験受験準備講習 7/10㈭～11㈮ 10

ホームページ作成基礎 7/15㈫～16㈬ 15

母＆娘ハッピーサロン

貴重なチョウを観察しよう

　

アンバーホール
・おらほーる７月 イベント

情　報

期日 イベント名 料金
７㈪
13：30~ 津軽じょんがら舞踊絵巻 有

19㈯
15：30~

久慈高校音楽部・マンド
リン部定期演奏会 無

20㈰
14：00~

カンタービレ・デラ・ス
ペランツァ　～宮里直樹
と仲間たちによる希望の
カンタービレ～

有

20㈰
14：00~ かえってきたヒーロー 有

※ 6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

　久慈病院では、産婦さんの「生
む力」と、赤ちゃんの「生まれる力」
を合わせた自然なお産（産

う ら ら

楽々）
を行っています。
　妊娠中は助産師による個別保
健指導やバースプラン（どんな
お産にしたいか）にも可能な限

りお応えします。出産後は、おっ
ぱいのケアや育児に関する相談
などにも対応しています。
　当院で出産された皆さまには、
とても好評です。ぜひ感想をお
聞かせください。詳しくは久慈病
院ホームページをご覧ください。

調 理 師 の 試 験

新久慈市長に聞く　～笑顔あふれるまちづくり～

問 政策推進課　☎ 52-2115
６月 21 日㈯ 10 時～
テレビ岩手で放送

　市民おらほーる劇場では、役者・スタッ
フ・サポーターなどの劇団員を募集中。
対象は小学３年生以上で経験不問です。

劇団員を募集中！
問 教育振興室
　☎ 72-3711

久慈市の
特別番組

―年金相談・予約制―
◇日時…①７／９㈬②23㈬10時30
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）

　今年度の高等学校卒業予定者に対
する求人の受け付けが６月20日㈮か
ら始まります。
　地域の発展には若い人材が必要で
す。事業主の皆さんは早期の求人申
込をお願いします。
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　地域を守る消防団員にエールをお
願いします。
▶日時…６月22日㈰７時15分～
▶ 会場…①式典など／久慈中学校校
庭②分列行進／市街地③放水訓練
など／久慈川上の橋上流
※ 分列行進（10時25分～11時）では、
市街地で交通規制を行います。皆
さんのご協力をお願いします。
問 消防防災課　☎52－2173

▶ 内容…長内地区土地区画整理事業
と、事業区域内の都市計画施設（街
路７路線、公園５カ所）の都市計
画変更（廃止）
問 都市計画課　☎52-2151

　賃金、解雇、パワハラなど、労働
者と事業主間の相談に応じます。
▶日時…６月29日㈰13時～16時
▶ 会場…久慈地区合同庁舎※予約優
先（電話予約可）
問 県労働委員会事務局　☎019-629-6276

　厚生労働省では、最低賃金の引き
上げ支援対策として、最高100万円、
下限５万円を助成する「業務改善助
成金」を今年度も実施します。詳し
くは問い合わせください。
問 岩手労働局賃金室　☎019-604-3008

　体験コーナーを中心とした学校公
開を実施。模擬家屋の構造見学や、
交通安全用具の体験などを行います。
▶日時…６月29日㈰13時～16時
問 二戸高等技術専門校 ☎0195-23-2227

　労働保険料は年度当初に概算で保
険料を納付。翌年度に確定保険料を
計算し、精算します。
　申告と納付の期限は７月10日㈭。
期日までに、最寄りの銀行・郵便局
で手続きを終えるようにしましょう。
問 二戸労働基準監督署 ☎0195-23-4131
問 ハローワーク久慈 ☎53-3374

　試験日は９月７日㈰。申込方法な
ど、詳しくは問い合わせください。
▶ 受験資格…平成26年４月１日現在
で高校を卒業した日から３年未満
または平成27年３月までに高等学
校を卒業する見込みの人
▶  申込期間…６月23日㈪～26日㈭
※ インターネット申し込みは７月２
日㈬まで
問 仙台国税局人事第二課 ☎022-263-1111

◇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
―人権相談―
◇日時…７／23㈬13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…人権擁護委員（香
木正委員）◇連絡先…生活環境課☎
54‒8003
―行政相談―
◇日時…７／８㈫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（黒
沼正雄委員、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…７／16㈬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…７／24㈭10時～15時◇会
場…消費生活センター (市役所東側 ) 
◇相談員…岩手弁護士会所属弁護士
◇申し込み…同センター☎54‒8004

日  時 相談員

①７/３㈭10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

②７/９㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

③７/17㈭10:30~15:30 長谷川博一弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期

お知らせ相 談

労働保険料の申告・納付を

業務改善助成金の受付開始

市民税（１期）………………………………………… ６月30日

学校給食費（２期）…………………………………… ６月26日

新規高卒者の求人開始

募 集
都市計画事業の住民説明会

二戸高等技術専門校を公開

市消防団の特別点検

日  時 会　場
①７/１㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②７/16㈬ 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

無 料 労 働 相 談 会

税務職員の採用試験

日時 会場
７/７㈪18:00～ 稲荷神社社務所
７/８㈫18:00～ 長内公民館
７/９㈬18:00～ 上長内公民館

女性の権利
１１０番

女性に対する暴力や離婚、差別などの無料電話相談です。
▶日時…６月28日㈯10時～15時
▶相談ダイヤル…019-652-2474

　問 岩手弁護士法律相談センター　☎ 019-623-5005

　

　

　市は、市内の小・中学校など、
計40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0.04マイクロシー
ベルトで最大でも0.07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
５月測定 ４月測定

１㍍ 0.055 0.054
50㌢ 0.057 0.055
５㌢ 0.060 0.061

問 生活環境課　☎54-8003

５月 21～22 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

事業主の皆さまへ
　６月下旬から調査員が調査票
をお配りしますので、調査への
ご協力をお願いします。
問 まちづくり振興課　☎52-2116
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