
　

広報８／１号
おわびと訂正

　広報８月１日号７㌻「二戸ガンバンNIGHT！Vol.4」問い合わせ
先の電話番号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 0195-43-3108　⇒　○ 正 0195-43-3106

　

　超高速ブロードバンドの利用
環境を整えるための工事が、山
形地区から順次始まります。
　工事期間中は、工事車両の出
入りや交通規制など、ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
▶ 工事場所…山形・山根・侍浜・
夏井・小久慈・長内の各地区
ほか
▶ 工期…翌年３月20日㈮まで

問 まちづくり振興課 ☎52-2116
問   NTT東日本久慈現場事務所
 　☎53-6041

超高速ブロードバンド基盤整備
光ファイバを敷設します

　

アンバーホール
・おらほーる９月 イベント

情　報

　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
７月測定 ６月測定

１㍍ 0.053 0.054
50㌢ 0.056 0.056
５㌢ 0.059 0.059

問 生活環境課　☎54-8003

７月 22・23 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

期日 イベント名 料金
13㈯
14：00~

サックス四重奏
～Ｑ uatuor Ｂ～ 有

15㈪
10：00~ 動物愛護映画上映会 有

※８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

■ご注意ください
　この工事で市民の皆さんに
費用を請求することはありま
せん。疑わしい請求や勧誘な
どがあった場合は、下記に連
絡してください。

３　広報くじ№203 2014.8.15号　２

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申込期限…９月３日㈬
問 久慈職業能力開発センター☎53-6261

　平和と安全を守る、４月入隊予定
の自衛官を募集します。応募方法な
ど、詳しくは問い合わせください。

 
問 自衛隊久慈連絡所　☎53-5419

　税制改正の内容をわかりやすく解
説します。参加費は無料です。
▶日時…９月４日㈭14時～
▶会場…アンバーホール・会議室
▶申込期限…８月29日㈮
問 久慈法人会　☎52-2273

　盛岡地方法務局では、登記事項証
明書などの交付窓口を市役所内に設
置中。どうぞご利用ください。
▶ 取扱事務…不動産登記、商業法人
登記の登記事項証明書、会社等の
印鑑証明書
▶ 利用時間…平日９時～12時、13時
～16時30分
問 盛岡地方法務局二戸支局☎0195-25-4811

　約620年前、久慈城主の菩提とし
てつくられたといわれる長久寺。そ
の知られざる歴史に迫ります。
▶日時…８月31日㈰13時～15時
▶会場…大川目公民館
▶ 講師…九戸歴史民俗の会・弥藤邦
義氏、長久寺住職・佐藤勝矢氏
▶申込期限…８月27日㈬
問 大川目公民館　☎55-3250

　平成27年度採用の山形福祉会職員
を募集中です。試験日は９月20日㈯。
受験申込書は愛山荘で交付します。

▶ 共通受験資格…高校卒業以上で、
普通自動車免許を有する人
▶ 申込期限…８月31日㈰※新卒は９
月12日㈮
問 山形福祉会　☎72-2300 

▶試験日…10月25日㈯
▶会場…久慈市防災センター
▶申込期間…８月21日㈭～28日㈭
※申込書は消防本部と各分署で配布
問 久慈広域連合消防本部 ☎53-0119

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）

　８月30日㈯～９月５日㈮の建築物
防災週間期間中、振興局土木部内に
防災相談所を設置。地震対策や火災、
がけ崩れなど、建築物の防災に関す
る相談にお答えします。
問 振興局土木部　☎53-4990

　東北財務局盛岡財務事務所では、
返済できないほどの借金を抱え、お
悩みの人の相談に応じています。秘
密は厳守。気軽にご相談ください。
▶相談ダイヤル…019-622-1637
▶ 受付時間…平日８時30分～16時
30分（祝日、年末年始を除く）
問 東北財務局盛岡財務事務所☎019-625-3353

　税関では、戦後に海外から引き揚
げて来られた人から預かった通貨や
証券類などを返還しています。
　ご本人またはご家族で心当たりの
ある場合は問い合わせください。
問 八戸税関支署　☎0178-33-0423

　※駐車場に制限があります

問 都市計画課　☎52-2151

■永久選挙人名簿の縦覧
　９月１日現在で本市の永久選挙人
名簿に新たに登録された人の氏名な
どを記載した書面の縦覧を行います。
▶ 縦覧日時…９月３日㈬～７日㈰８
時30分～17時
▶ 縦覧会場…選挙管理委員会事務局
（市役所１階）
■海区選挙人名簿の登載申請と縦覧
　岩手海区漁業調整委員会委員選挙
人名簿の登載申請を９月１日㈪～５
日㈮まで受け付けます。次の全てに
該当する人が申請できます。

▶ 縦覧日時・会場…10月20日㈪～
11月３日㈪８時30分～17時・選
挙管理委員会事務局（市役所１階）
問 選挙管理委員会事務局　内線472

　市民と議員が市政テーマを話し合
います。どなたでも傍聴できますの
で、ぜひお越しください。
▶日時…８月23日㈯14時～
▶会場…やませ土風館・多目的ホール
▶ テーマ…５年後の久慈市のじぇ
じぇじぇな姿について
▶申込期限…８月22日㈮
問 議会事務局　☎52-2188

　軽米町の県農業研究センター県北
農業研究所を一般公開。園芸や雑穀
のセミナーや農産物の収穫体験、新
品種の紹介・試食などを行います。
▶ 日時…①９月５日㈮９時～15時②
９月６日㈯９時～14時
問 県農業研究センター ☎0195-47-1070

　農業を始めたい人を対象に、就農
に関する個別相談会を開催します。
▶日時…９月６日㈯11時～15時
▶場所…アイーナ（盛岡市）
問 県農業普及技術課☎019-629-5656

◇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…９／９㈫13時30分～16時
◇会場…山形総合支所・会議室◇相
談員…人権擁護委員（嵯峨佐千夫
委員）◇連絡先…生活環境課☎54‒
8003
―行政相談―
◇日時…９／24㈬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…９／17㈬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…９／25㈭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…①９／３㈬②17㈬10時30

日  時 相談員
①９/２㈫10:30~15:30 長谷川博一弁護士
②９/10㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

③９/18㈭10:30~15:30 鈴木 真実弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期

長久寺の歴史にせまる

お知らせ

相 談

市議会の「かだって会議」

市民税（２期）………………………………………… ９月 １日
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（２期）… ９月 １日
学校給食費（４期）…………………………………… ８月26日

建築物の相談に答えます

募 集

久慈病院
☎ 53-6131

タックスゼミナール

無料でスキルアップ

お薬手帳活用のすすめ

登記の証明書は市役所で

コース 期間 定員
Excel 基礎 9/17㈬～18㈭ 15
Excel 応用 9/30㈬～10/1㈬ 15

総合防災公園の住民説明会

多重債務の無料電話相談

山形福祉会の職員募集

危険物取扱者の試験

日  時 会　場
①９/２㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②９/10㈬ 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

選挙人名簿の縦覧など

新規就農希望者を応援

　自分が使っている薬を記載す
る「お薬手帳」は、副作用やア
レルギー、過去にかかった病気、
体調の変化などについても記入
することができます。
　医療機関では、お薬手帳の内
容を確認して、副作用の発現や

各 種 自 衛 官 を 募 集！

①平成６年12月６日までに生まれた人
②９月１日現在で市内に在住か就業している人
③年90日以上漁業に従事している人

重複服用、飲み合わせのリスク
を減らすことができます。また、
災害時や急に具合が悪くなった
時などに、自分の薬の情報を正
確に伝えることができます。
　病院で診てもらう時は、お薬
手帳を必ず持って行きましょう。

引揚者の通貨・証券を返還 農業研究所を公開します

募集職種 必要資格

看護師     ２人 看護師または准看
護師（見込含）

介護福祉士２人 介護福祉士（見込含）
介護士     ２人 ―

コース 期間 受付期限
航空学生 ・高卒（見込含）

・18歳以上27歳
未満の男女

9/9㈫一般曹候補生
自衛官候補生

市議会
９月定例会 問 議会事務局

　 ☎ 52-2188

◇本会議…８/28㈭◇一般質問…９/２㈫・
３㈬◇常任委員会…９/５㈮◇決算特別委
員会…９/９㈫・10㈬◇本会議…９/12㈮

日時 会場
8/22㈮
18:00~

市防災センター３階
防災教育ホール

 8/25㈪
18:00~

中央公民館久慈湊分館
※駐車場に限りがあります

★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


