
★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

関上こども
クリニック

※日曜も
診療して
います。

休病児保育室を
開設しました。

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 門前37‒56‒26
☎61‒3366

小児科・内科
アレルギー科

予防接種の方のみの受付を致します。
尚、上記時間帯は処方せんの発行は致しません。

10/13㈪
９:00～12:00

10/21㈫
14:30～17:00

10/25㈯
14:30～17:00

10/18㈯は都合により休診とさせて頂きます
～予防接種特別日程のお知らせ～

～休診日のお知らせ～

★診察券・母子手帳・予診票などのお忘れ物の
　ございませんよう、ご協力をお願い致します

㊗

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

不二家
久慈長内店

久慈市役所

長内小 ロイヤルパーク
カワサキ様

久慈
ショッピング
センター様

宮脇
書店様

アンバー
ホール

久慈市長内町32-1-1

☎0194-53-2283

不二家久慈長内店

ケーキはやっぱり不二家だね !ケーキはやっぱり不二家だね !
誕生日ケーキ承り中
お電話お待ちしております
誕生日ケーキ承り中
お電話お待ちしております
誕生日ケーキ承り中
お電話お待ちしております

フ ジ ヤ サン
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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

　市民や久慈市にゆかりのある皆さ
んからの応募をお待ちしています。
▶ 募集作品…小説、戯曲、童話、文芸
評論、随筆、詩、短歌、俳句、川柳

▶ 賞・賞金…①市民文芸賞５万円、
②優秀賞３万円、③奨励賞２万円

▶応募期限…10月31日㈮
問 社会文化課文化財室　☎52-2700

　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…11月８日㈯13時～15時30分
▶ 会場…侍浜遊歩道※市民体育館の
駐車場からバスで移動します

▶定員…市民25人※先着順、参加無料
▶申込期限…11月７日㈮
問 市民体育館　☎61-3353

　予定日時以外の協力も大歓迎。医
療環境を守るため、みんなで病院の
周辺をきれいにしませんか。
▶日時…10月20日㈪６時～７時
※ 用具や油代、事故などは、参加者
の負担と責任でお願いします。
問 草刈ボランティア（大沢さん）
　 ☎090-5844-4132

　源泉徴収の実務のポイントをわか
りやすく解説します。総務・経理の
担当者は必見。参加費は無料です。
▶日時…10月15日㈬14時～
▶会場…市民体育館・会議室
▶申込期限…10月８日㈬
問 久慈法人会　☎52-2273

▶科名…ＯＡ総務科（受講無料）
▶ 内容…総務事務の専門的な知識・
技能、パソコンを使った事務処理
の基本的な技能を修得
▶期間…11月６日㈭～４カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会（川崎町）
▶定員…求職者・14人
▶申込期限…10月15日㈬
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

無料でスキルアップ

▶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

　パートタイム労働者の適正な労働
条件や雇用管理の改善などを定めた
法律が平成27年４月１日から変わり
ます。詳しくは問い合わせください。
■主な改正点
○ 職務内容などの仕組みが正社員と同
じパートタイム労働者の待遇確保

○ 事業主が雇用管理の改善内容を労働
者に説明することを義務化

○国の勧告に従わない事業主を公表
問 岩手労働局雇用均等室☎019-604-3010

　自賠責保険・自賠責共済は、自動
車１台ごとに加入が義務づけられて
います。自賠責保険・共済なしでの
運行は法律違反です。四輪車はもち
ろん、車検制度のない250cc 以下の
バイクは有効期限切れ、かけ忘れに
ご注意ください。
問 東北運輸局岩手運輸支局☎019-638-2155

　家庭で飼われている鶏などの家き
んは、渡り鳥から高病原性鳥インフ
ルエンザなどに感染する可能性があ
ります。鶏舎への野鳥の侵入防止
や、周辺の消毒など、予防対策を必
ず行いましょう。
問 県北家畜保健衛生所☎0195-49-3006
問 農政課　☎52-2121

　10月13日「体育の日」は、福祉の村
屋内温水プールを無料開放します。
▶日時…10月13日㈪10時～18時
問 福祉の村屋内温水プール☎53-9292

▶申込期限…10月15日㈬
問 建築住宅課　☎52-2120
問 山形総合支所産業建設課 ☎72-2129

　子育て中の父母などを対象に、子
育ての悩みや不安などの相談に応じ
る「ママパパラインいわて」。相談
は無料。どうぞご利用ください。
▶日時…毎週木曜日10時～14時
▶相談ダイヤル…☎0120-147-445
問 子どものエンパワメントいわて☎019-681-6300

　手話と歌を融合させた「サインシ
ンガーソングライター」の渡辺りえ
こさんを講師に、トーク＆手話ライ
ブを開催。手話通訳もあります。
▶日時…10月８日㈬14時30分開演
▶会場…アンバーホール※入場無料
問 社会福祉課　☎52-2119

　11 時から自助具の展示説明会な
ども開催。講演終了後はリウマチの
無料相談会を行います。
▶ 日時…10 月 18日㈯ 14 時～ 15 時
30 分
▶会場…ふれあいらんど岩手（盛岡市）
問 リウマチ友の会岩手支部 ☎0197-66-6070

　一定の面積以上の大規模な土地を
購入した人は、その土地が所在する
市町村に届け出が必要です。
　土地の売買契約を結んだ日から２
週間以内に届け出をしなかったり、
虚偽の届け出をすると、罰せられる
ことがあります。詳しくは市ホーム
ページをご覧いただくか、問い合わ
せください。
■届け出が必要な面積

問 政策推進課　☎52-2115
問 県環境保全課　☎019-629-5269

　国民健康保険の被保険者の特定健
診・特定保健指導は40歳以上が対
象ですが、今年度は30歳以上に拡
大し、無料で実施します。対象者に
は日程や会場などを別途ご案内しま
す。生活習慣病の予防、早期発見の
ため、進んで受診しましょう。
問 市民課　☎52-2118

　久慈管内の特産品が盛りだくさん
の久慈地方産業まつり。ＩＢＣ民謡
まわり舞台やふれあい消防フェアな
ど催し多数。ぜひご来場ください。
▶ 日時…10月18日㈯・19日㈰
　10時～16時（19日は15時まで）
▶会場…アンバーホール周辺
問 同実行委員会事務局　☎52-2123

お知らせ

募 集
市民文芸賞　応募は１０月中

ポールを使って楽しく歩こう

久慈病院の草を刈ろう パートタイム労働法が改正

無料でスキルアップ

市営住宅空きあります

職業能力訓練の受講生

産業まつりに行こう！

住宅名 戸数 家賃（月額）
川井団地① １ 2,900～4,300 円
川井団地② １ 3,400～5,100 円

子育て応援相談ダイヤル

鳥インフルエンザの予防を

リウマチ療養医療講演会

国保の若年者健診のご案内

切れていませんか？自賠責

大規模な土地取引は届け出を

トーク＆手話ライブを開催

温水プールを無料開放

区域 面積
市街化区域
（久慈市は該当なし） 2,000㎡以上

上記を除く
都市計画区域 5,000㎡以上

その他の区域 10,000㎡以上

タックスゼミナール

９/15 ～ 11/15 は秋の農作業安全月間 「豊作を  無事故で迎える  いわての農業」

コース 期間 定員
ExcelVBA
プログラミング 10/21 ㈫～ 22 ㈬ 10

Access 10/28 ㈫～ 29 ㈬ 10


