
　身体障がい者を対象とした県職員
（一般事務）を６人募集します。
▶ 受験資格…身体障害者手帳の交付
を受けている昭和57年４月２日～
平成９年４月１日生まれの人
▶１次試験…９月21日㈰・県立大学
▶受付期間…７月16日㈬～８月15日㈮
問 県人事委員会事務局 ☎019-629-6241

　来年４月に入校する学生を募集。
詳しくは問い合わせください。
▶受付期間…７月22日㈫～25日㈮
※インターネットは７月31日㈭まで
▶試験日…９月28日㈰
問 八戸海上保安部管理課 ☎0178-33-1222

　ニュースポーツやクライミングな
どが無料で体験できます。
▶ 日時…①７月28日㈪②30日㈬③
８月１日㈮・10時～12時
▶会場…市民体育館
▶定員…各回40人（先着順）
▶申込期限…開催日の前日
問 市民体育館　☎61-3353

　山形町の「塩の道」をウオーキン
グ（約５㎞）してみませんか。
▶ 日時…８月８日㈮８時30分～※久
慈地区合同庁舎からバスで移動
▶定員・参加費…先着40人・無料
▶申込期限…７月31日㈭
問 振興局道路整備課　☎53-4990

　ダムの中は、真夏でも気温10℃。
エレベーターで地下60㍍に下がって、
ダムを探検しませんか。
▶日時…７月26日㈯９時～15時
▶ 内容…滝ダムの主放流ゲート室、
発電施設などの見学
▶所要時間…約60分
　※事前に予約が必要です

問 滝ダム管理事務所　☎59-3838

　市内の小学４年生～中学３年生と
その保護者を対象に親子料理道場を
開催します。夏野菜たっぷりの料理
をみんなで作りませんか。
▶日時…７月29日㈫９時～
▶会場…学校給食センター
▶定員…10組（先着順）
▶申込期限…７月23日㈬
問 学校給食センター　☎53-4394

　スキーのストックのようなポール
を持って歩くスポーツ「ノルディッ
クウオーキング」の体験教室を開催。
用具は無料でお貸しします。
▶日時…８月３日㈰13時～16時30分
▶ 会場…平庭高原※市役所駐車場か
らバスで移動します
▶定員…市民25人※参加無料
▶申込期限…８月２日㈯
問 市民体育館　☎61-3353

　

場…消費生活センター (市役所東側 ) 
◇相談員…県民生活センター交通事
故相談員◇申し込み…同センター☎
54‒8004
―年金相談・予約制―
◇日時…①８／６㈬②20㈬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）

　日本赤十字社では、豪雨によって
被害を受けたバルカン半島の地域を
支援するため、救援金を募集してい
ます。社会福祉課窓口で受け付ける
ほか、各支所に募金箱を設置中。皆
さまのご協力をお願いします。
▶受付期間…９月22日㈪まで
問 社会福祉課　☎52-2119

　市では、市内にある空き家を有効
活用するため、県外から久慈市への
移住を希望する人に対して情報を提
供する「空き家バンク」制度を設け
ています。使い道に困っている空き
家の情報をお待ちしています。
問 交流促進課　☎52-2168

　８月31日㈰までの土日（10時～
16時）に開催中です。
▶ 展示内容…①い・ふ展（木工、銅
版画）②美術集団・北方展③児童
動物画コンクール④平和への願い
（サラエボの子どもの絵）
問 あーとびる麦生　☎58-2429

★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

　市議会の議員が各地域に出向き、
議会報告会を開催します。都合の良
い会場にお越しください。

問 議会事務局　☎52-2188

　受験案内の請求や申込方法など、
詳しくは問い合わせください。
▶募集職種…消防職・２人程度
▶ 受験資格…昭和63年４月２日から
平成９年４月１日までに生まれた
人（ほか身体条件あり）
▶試験日…９月21日㈰
▶試験会場…市役所、久慈高校長内校
▶申込期限…８月19日㈫
問 久慈広域連合総務企画課 ☎61-3344

　平成26年度に整備するグループ
ホーム（認知症対応型共同生活介護）
を設置・運営する事業者を募集しま
す。応募方法や提出書類など、詳し
くは問い合わせください。
▶ 募集施設…グループホーム１ユ
ニット（定員９人）
▶募集期間…９月１日㈪まで
問 介護支援課　☎61-1112

▶ 日時…８月９日㈯９時～※アン
バーホール正面からバスで移動
▶見学場所…山根・小久慈方面
▶ 定員・参加料…市民25人・無料
※ 申し込みは先着順。昼食は各自持
参かべっぴんの湯を利用
▶申込期間…７月23日㈬～８月１日㈮
問 社会文化課文化財室　☎52-2700

◇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…8／５㈫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（清水
頭クニ子委員）◇連絡先…生活環境
課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…８／26㈫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、黒沼正雄委員）◇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…８／20㈬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…８／28㈭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
―交通事故巡回相談・予約制―
◇日時…８／19㈫13時～15時◇会

日  時 相談員
①８/７㈭10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

②８/21㈭10:30~15:30 長谷川博一弁護士
③８/27㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期暮らしの

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 滝ダムを探検しよう！

お知らせ

相 談

この
立つ

グループホーム事業者を募集

固定資産税（２期）…………………………………… ７月31日
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（１期）… ７月31日
学校給食費（３期）…………………………………… ７月28日

バルカン半島洪水救援金

募 集

久慈病院
☎ 53-6131

夏休み小学生スポーツ教室

県職員の試験（身障者）

市民公開健康講演会

「道の日」に歴史の道歩こう

あーとびる麦生で特別展

広域連合職員の採用試験

　

　東日本大震災の犠牲となっ
た方々の追悼と、未来への希望、
願いが込められた「レクイエム・
プロジェクト北いわて2014」。
詩人・宇部京子さん（宇部町）
作詞による合唱曲などを、市内
のコーラスグループを含むレク
イエム・プロジェクト北いわて
合唱団が歌います。入場は無料
ですが整理券が必要です。※ア
ンバーホールで配布中
▶日時…７月27日㈰14時～
▶会場…野田村体育館
問  レクイエム・プロジェクト実行
委員会（上田） ☎080-5181-6692

追悼と未来への願いを込めて
レクイエム・プロジェクト

空き家を探しています！

夏休み親子料理道場

ポールを使って楽しく歩こう

日  時 会　場
①８/５㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②８/20㈬ 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

議 会 活 動 の 報 告 会

市指定文化財めぐり

　

アンバーホール
・おらほーる８月 イベント

情　報

　健康に役立つ情報満載の市民公開健康講演会を開催します。講演
終了後は健康相談も行います。入場は無料。気軽にお越しください。

▶日時・会場…７月30日㈬13時30分～・アンバーホール
▶ 内容…① 演題　「今日から使える歯科雑学講座」
　　　　   講師　岩城歯科医院 副院長　岩 城 大 介　先生
　　　   ② 演題　「知っていると役に立つ皮膚病の知識」
　　　　   講師　久慈病院 皮膚科長　岸  隆 行　先生

日時 会場

7/29㈫
18:30～20:00

中央公民館、小久慈公
民館、大川目公民館、
宇部公民館

7/30㈬
18:30～20:00

長内公民館、夏井公民
館、山形総合支所、侍
浜公民館

海上保安学校の採用試験

　小袖漁港周辺で開催。海女の素潜
り実演やステージ発表、豪華餅まき
など、盛りだくさんのイベントです。

北限の海女
フェスティバル

問 商工観光課　☎52-2123

戦没者追悼式を開催 ▶日時…８月１日㈮ 11 時～
▶会場…久慈グランドホテル
※献花用の花は会場に用意します

　市は、市内の全小・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、0.04～0.08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。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

測定位置 平均値
６月測定 ５月測定

１㍍ 0.054 0.055
50㌢ 0.056 0.057
５㌢ 0.059 0.060

問 生活環境課　☎54-8003

６月 17・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

■滝ダムをライトアップします
▶ 期間…「森と湖に親しむ旬間」
　内の７月21日㈪～31日㈭

期日 イベント名 料金
１㈮
18：00~

久慈東高校吹奏楽部
第11回定期演奏会 無

２㈯
14：00~

假屋崎省吾＆横山幸雄 
ピアノと花の華麗なる世界 有

９㈯
18：00~ 第49回マンドリン音楽の夕べ 有

10㈰
９：30~

第17回ピアノマラソン
コンサート 無

27㈬
18：30~

第７回 SWISS WEEK
日本・スイス国交樹立
150周年記念コンサート

有

31㈰
11：00~ 第24回久慈市郷土芸能祭 無

※ 7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

８/３㈰ 10:00～15:00

問 社会福祉課　☎ 52-2119

久慈地区水泳大会
問 久慈市体育協会 ☎ 61-3353

スイマーたちが記録に挑戦します！
▶日時…８月３日㈰９時～
▶会場…市民総合プール 2014.7.15号　２３　広報くじ№201


