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★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

　山形診療所では、臨時看護師１人
を募集しています。詳しくは問い合
わせください。
▶募集職種…看護師または准看護師
▶ 必要資格…看護師または准看護師
免許
問 山形診療所　☎72-2033

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申込期限…10月28日㈫
問 久慈職業能力開発センター　☎53-6261

　久慈税務署長を講師に招き、税務
行政の現状について研修します。ど
なたでも参加できます。
▶日時…10月27日㈪15時～
▶会場…山形総合センター・研修室
▶申込期限…10月22日㈬
問 久慈法人会　☎52-0933

　自死（自殺）によって大切な人を
失った気持ちを語り合い、共有する
交流会を開催します。電話で申し込
みが必要。匿名でも参加できます。
▶日時…11月12日㈬13時30分～15時
▶会場…久慈地区合同庁舎
問 久慈保健所　☎53-4987

　久慈ユネスコ協会では、市民も参
加できる研修会を企画。東北地方の
優れた縄文文化や三陸復興国立公園
の景観にふれる旅に参加しませんか。
▶日時…11月12日㈬９時～16時30分
▶ 研修先…八戸市是川縄文館、種差
海岸インフォメーションセンター
▶対象…市民、久慈ユネスコ会員
▶参加費…1,300円（昼食、保険含む）
▶申込期限…11月５日㈬
問 久慈ユネスコ協会事務局　☎52-2700

　平成27年度入園児の願書を受け付
けます。入園案内は配布中。定員に
なり次第締め切りますが、空きがあ
る場合は随時受け付けます。
▶ 日時…11月４日㈫・５日㈬９時～
12時

※５歳児は転入児のみです

問 久慈幼稚園　☎53-1295

　

◇日時…①11／５㈬②19㈬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）

　歯や口の中の健康に関する無料の
電話相談。相談への回答は19時以降。
歯科医師が相談者に電話します。
▶日時…11月７日㈮10時～19時
▶相談ダイヤル…☎019-651-7341
問 岩手県保険医協会歯科部会☎019-651-7341

　岩手県看護協会では、看護の仕事
を目指す人や求人・求職の相談会を
開催します。気軽にご相談ください。
▶日時…10月22日㈬13時～14時30分
▶会場…久慈グランドホテル
問 岩手県ナースセンター ☎019-663-5206

　長内地区土地区画整理事業と、そ
の区域内の都市計画施設を都市計画
変更（廃止）した内容を縦覧します。
▶ 縦覧場所…都市計画課（市役所３
階）※平日９時～17時まで
▶告示日…９月22日
問 都市計画課　☎52-2151

　震災からの復興本格化に伴い、工
務店や建築資材の不足が生じた場合
でも円滑に住宅が建てられるように、
信頼できる工務店を紹介します。詳
しくは問い合わせください。
問 県地域型復興住宅推進協議会☎019-651-0784

　被災した建築物を再建しようとす
る場合、建築確認申請などの手数料
が免除される場合があります。免除
申請には免除申請書に市町村が発行
する「り災証明書」などの被災を証
する書類を添えて、建築確認申請を
提出する前の手続きが必要。詳しく
は問い合わせください。
問 振興局土木部　☎53-4990

　10月15日㈬から21日㈫は違反建
築防止週間。17日㈮には、建築物が
法に適合しているかを調査するため、
公開一斉パトロールを実施します。
■建築相談も受け付け
　週間中は、振興局土木部に建築相
談所を開設。気軽にご相談ください。
問 振興局土木部　☎53-4990

　今年度、市内の新卒者を雇い入れ
た事業所に奨励金を交付しています。
金額や交付条件など、詳しくは問い
合わせください。
▶申請期間…交付対象新卒者を６カ
月雇用後、30日以内
問 商工観光課　☎52-2123

　福祉施設で働く人たちのお話を直
接聞ける絶好の機会。人事担当によ
る面接ポイントや相談を行います。
▶日時…11月13日㈭13時～16時
▶会場…久慈市総合福祉センター
▶定員…10人程度（先着順・無料）
問 岩手県社会福祉協議会（城内）
　 ☎080－1651－6203（公用携帯）

　基調講演やシンポジウムのほか、
イベントコーナーも充実。スタンプ
ラリーでは試食や記念品の贈呈もあ
ります。どうぞご来場ください。
▶日時…11月９日㈰13時～16時
▶会場…久慈地区合同庁舎
問 岩手県保健福祉部　☎019-629-5468

◇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…11／11㈫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（嵯
峨正夫委員）◇連絡先…生活環境課
☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…11／26㈬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（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…11／19㈬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…11／27㈭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 相談員
①11/５㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

②11/13㈭10:30~15:30 長谷川博一弁護士
③11/20㈭10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期

縄文文化と景観にふれる旅

違反建築をパトロール

市民税（３期）………………………………………… 10月31日
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（４期）… 10月31日
学校給食費（６期）…………………………………… 10月27日

久慈病院
☎ 53-6131

無料でスキルアップ

山形診療所の看護師募集

検査前日の注意点

久慈法人会の税務研修会

コース 期間 定員
５Ｓによる生産性
向上とリスク回避
策（理論編）

11/11㈫～12㈬ 10

同上（実践編） 11/18㈫～19㈬ 10

都市計画変更（廃止）の縦覧

広報10／１号
おわびと訂正

　広報10月１日号15㌻「ぶらり くじ歩き」で紹介した漁港の名称
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 小浅内漁港　⇒　○ 正 川津内漁港前浜地区

　

　詳しくは県医療局ホームペー
ジをご覧ください。

※１ 年齢は平成26年４月１日現在
※２ 職務経験と勤務地の条件あり
▶１次試験…11月９日㈰
▶ 試験会場…盛岡地区合同庁舎、
都市センターホテル（東京都）
▶申込期限…10月29日㈬
問 県医療局　☎019-629-6322

特別募集
県立病院職員の採用試験

イイ歯デーテレホン相談

久慈幼稚園の園児募集

こころサロンで思いを共有

日  時 会　場
①11/４㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②11/19㈬ 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

確認申請等手数料の免除

いい歯の日のつどいｉｎ久慈

　

アンバーホール
・おらほーる１１月 イベント

情　報

　採血や採尿などの検査の前日
は、緊張せずリラックスするこ
とを心がけましょう。
　また、基本的に夜９時から翌
日の検査が終わるまでは絶食と
なります。水分は適時とって構
いません。検査値に影響が出て

　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、0.03～0.06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
９月測定 ８月測定

１㍍ 0.052 0.052
50㌢ 0.053 0.053
５㌢ 0.055 0.056

問 生活環境課　☎54-8003

９月 16・17 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

しまうので、過激な運動はしな
いでください。お肉・アイスク
リーム・ケーキなどの脂肪分の
多いものも避けるようにしま
しょう。毎日飲む薬がある人は、
事前に主治医に相談して飲んで
もいいか確認しておきましょう。

看護のおしごと相談会

福祉のしごと就労支援講座

住宅建設業者を紹介します

期日 イベント名 料金 会場

16（日）
14：00

八戸市民フィルハーモ
ニー交響楽団・秋の名
曲コンサート久慈公演

無
整

ア

23（日）
①14：00
②18：00

久慈市民おらほーる劇場
「海女照 AMATERASU」 有 お

30（日）
13：30

平成26年度合唱ワーク
ショップ成果発表会
こはくのまち合唱祭

無
整

ア

※  10 月５日現在。会場「ア」はアンバーホール、
「お」はおらほーる、「整」は要整理券

問アンバーホール ☎52-2700
問おらほーる 　☎72-3711

新卒者雇用支援奨励金

保育園の園児募集は
１月１日号に掲載予定です

■幼稚園体験会＆募集説明会
▶日時…10月24日㈮10時～11時30分
▶対象…来年度の入園希望者

区分 対象児の誕生日など 定員
満３歳 誕生日の翌日より入園可 10
３歳児 Ｈ23.4.2～Ｈ24.4.1生まれ 20
４歳児 Ｈ22.4.2～Ｈ23.4.1生まれ 20
５歳児※ Ｈ21.4.2～Ｈ22.4.1生まれ 若干名

▶ 日時…10 月 29 日㈬・30 日㈭ 17 時
30 分～ 19 時 30 分

▶ 会場…久慈高校長内校
問 久慈高校長内校　☎ 53-3787

長内校文化祭
「北斗祭」

試験職種 受験資格 ※１
薬 剤 師　　３人 左記免許を持つ

36歳未満（見込含）言語聴覚士　 若干名
助産師Ａ　　若干名 左記免許を持つ

40歳未満 ※２看護師Ａ　　５人
助産師Ｂ　　若干名 左記免許を持つ

36歳未満（見込含）看護師Ｂ　　５人

教育委員
会議の予定

▶日時…10月23日㈭　15時30分～
▶会場…市役所３階第１会議室
※傍聴可。日程は変更する場合あり 問総務学事課 ☎52‒2154

募 集

お知らせ

相 談

2014.10.15号　２


