
　東日本大震災事業者再生支援機構
では、金融機関からの借入金の返済
などに悩む被災事業者を支援してい
ます。事前の連絡で、市内での面談・
相談も可能。今後の資金繰りなどで
お困りの事業主はご相談ください。
問 同再生支援機構 ☎022-393-8550

　国土交通省では、一般国道45号の
改築工事や、これに伴う関連道路・
河川の付替工事を進めるため、土地
収用法に基づく事業認定の申請な
どを行う予定です。詳しくは同省
Ｈ Ｐ（http://www.thr.mlit.go.jp/
sanriku/）をご覧ください。
問 三陸国道事務所 ☎0193-71-1714

　認知症の人と、その介護をされて
いるご家族を対象に交流会を開催し
ます。参加費は無料。仲間づくりや
ストレス解消してみませんか。
▶日時…９月12日㈮13時30分～
▶会場…元気の泉
問 認知症の人と家族の会 ☎72-2159

　福祉の村屋内温水プールでスイミ
ング教室を開催します。
■スイミング教室
▶ 開催期間…９月19日㈮～12月５
日㈮までの毎週金曜日（全10回）

▶対象・定員…18歳以上・20人
▶参加料…5,000円
▶申込期限…９月18日㈭
■親子スイミング教室
▶ 開催期間…10月25日㈯、11月22
日㈯、12月13日㈯、１月24日㈯、２
月14日㈯、３月14日㈯（全６回）

▶ 対象…３歳以上の就学前児童と保
護者10組※複数の申し込みも可能

▶参加料…１回500円（親子ペア）
▶申込期限…各開催日の前日
問 福祉の村屋内温水プール ☎53-9292

　小袖から舟渡海岸まで、かつて海
女が歩いた山道をたどります。
▶日時…９月27日㈯９時～12時
▶集合場所…アンバーホール正面
▶所要時間…約２時間（約4.2㌔）
▶定員…25人（先着順・無料）
▶募集期間…９月10日㈬～19日㈮
問 文化財室　☎52-2700

　補装具（整形外科）の交付・修理
の要否判定や、補装具が体に合わな
い場合は適合判定が受けられます。
▶ 日時…10月３日㈮10時30分～12
時30分　※受け付けは11時まで

▶会場…元気の泉
▶申込期限…９月19日㈮
問 社会福祉課　☎52-2119

　久慈小学校前の久慈川河川公園で
グラウンドゴルフとペタンクの大会
を開催します。
▶ 期日…10月５日㈰①グラウンドゴ
ルフ９時～②ペタンク13時15分～
▶参加資格…小学４年生以上の市民
▶定員…各100名（申込順）
▶申込期限…９月19日㈮
■グラウンドゴルフ大会
▶ ﾁｰﾑ編成…選手６人（うち女性１人
以上※）、補欠２人　計８人以内
■ペタンク大会
▶ ﾁｰﾑ編成…選手３人（うち女性１人
以上※）、補欠２人　計５人以内
※小学生のみの場合は性別不問
問 社会体育課　☎52-2156

▶科名…ＯＡ医療事務科（受講無料）
▶ 内容…医療機関や調剤薬局などの
保険請求事務、パソコンを使用し
た事務処理の知識・技能を修得
▶期間…10月17日㈮～３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会（川崎町）
▶定員…求職者・15人
▶申込期限…９月25日㈭
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　さんりく未来推進センターでは、
県内の沿岸12市町村に拠点を置い
て起業したい個人・グループを対象
に補助金（上限200万円）を交付しま
す。詳しくは問い合わせください。
▶補助率…補助対象経費の5/6以内
▶申込期限…９月12日㈮※消印有効
問 同センター　☎019-601-2468

　地域の食生活改善のためボラン
ティアとして活躍する人を養成しま
す。男性の受講も大歓迎。関心のあ
る人はぜひ問い合わせください。
▶ 期間…９月24日㈬～10月９日㈭（全
６回）※４回以上受講者に修了証を交付
▶会場…元気の泉
▶ 対象・定員…おおむね65歳まで
の市民・25人
▶申込期限…９月15日㈪
問 保健推進課　☎61-3315

　九戸地方育英会では、大学などの
合格通知前に奨学生の予約を希望す
る人を募集します。※通常採用の募
集は12月以降です
▶ 応募資格…久慈広域４市町村内に
本籍があり、教員を目指して４年
生大学などへの進学を希望する人
▶奨学金…月額３万円
▶申込期限…10月23日㈭
問 総務学事課　☎52-2154

　平和と安全を守る自衛官を募集し
ます。応募方法など、詳しくはお問
い合わせください。

※ 共通応募資格…21歳未満の高卒
（見込含）
問 自衛隊久慈連絡所　☎53-5419

　市民、町内会、事業所などを対象
に助成します。希望する場合は購入
前に手続きが必要。詳しくは問い合
わせください。

※新規購入のほか買い替えも助成対象
問 林業水産課　☎52-2122

▶申込期限…９月12日㈮
問 建築住宅課　☎52-2120
問 山形総合支所産業建設課 ☎72-2129

品目 対象経費 補助率（限度額）
薪・ペレット
ストーブ

購入・
設置経費 1/3（10 万円）

薪割り機 購入経費 1/3（３万円）

★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

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

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

憧れのドレスを着て
ゲスト１人１人と喜びを分かち合う
１日１組限定ウエディング

おふたりで、ご家族で見に行こう

ブライダルフェアブライダルフェアブライダルフェア

お問い合わせ

9月28日㈰ 11:00～16:00

㈱三河交通観光
久慈市中央二丁目13番地 ℡0194‒53‒6161

転院・通院にご利用下さい。
通院には介護保険、ご利用できます。

観光旅行、冠婚葬祭、
学校のクラブ遠征等にご利用下さい。

好評 !みかわ介護タクシー

観光バス・送迎バス
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●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

暮らしの

情報情報

薪ストーブなどの購入を助成

市営住宅空きあります

みんなでスポーツしよう！ 温水プールで水泳しよう！

起業補助金を活用ください

食生活改善推進員の養成講座

職業能力訓練の受講生

認知症の人と家族のつどい
住宅名 戸数 家賃（月額）

さいわい団地 １ 16,600円～ 24,700円
宇部和野平地区住宅 １ 2,000～3,000 円
萩ケ丘地区住宅 １ 3,000～4,500 円
川井団地① １ 2,900～4,300 円
川井団地② １ 3,400～5,100 円

各種自衛官を募集！

身体障害者の巡回相談

教員志望者に奨学金

みんなで山形村短角牛を食べに行こう！
▶ 前売入場券…大人2,000円、中学生以上
1,000円　※当日券もあります
問 ふるさと物産センター　☎ 72-3131

三陸沿岸道路事業のお知らせ

　三船十段杯争奪柔道大会が開催される９
月７日㈰、三船十段記念館の入館料を無料
にします。「柔道の神様」といわれた三船久
蔵十段の貴重な資料をご覧ください。

三船十段記念館
を無料開館

９/28㈰ 11時～
ガタゴン広場

山形村短角牛ＢＢＱまつり山形村短角牛ＢＢＱまつり

募集種目 申込期限
防衛大学校学生（推薦・総合選抜） 9/5㈮～ 9㈫
防衛大学校学生（一般前期）

9/5 ㈮～ 30 ㈫
防衛医科大学校医学科学生

防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官コース）

海女の道を歩こう！

被災事業者を支援します

問 三船十段記念館 ☎ 52-2210

臨時福祉給付金・子育て
世帯臨時特例給付金

　受付期間は10月１日㈬まで。
給付金を受け取るには申請が必
要。忘れずに手続きしてください。
詳しくは問い合わせください。
問 社会福祉課　☎52-2119
問 子育て支援課　☎52-2169

申請手続き忘れずに！

お知らせ

募 集

　高齢者や障害者に対する虐待など、さ
まざまな人権問題の相談ダイヤルです。
▶ 期間…９月８日㈪～ 14日㈰８時 30分
～ 19時　※土日は 10時～ 17時

高齢者・障害者の
人権あんしん相談
相談ダイヤル☎ 0570-003-110


