
▶ 期間…12月３日㈬～翌年３月25
日㈬19時30分～21時30分
▶会場…市民体育館
▶対象…市内に居住または職場があ
　る人（高校生以下を除く）
▶募集・登録料…14チーム・８千円
　※各チーム帯同審判１人必要
▶申込期限…11月22日㈯
問 市民体育館　☎61‒3353

　教育振興運動や子育てに大切なこ
とは何か学びませんか。
▶日時…11月29日㈯13時30分～
▶会場…アンバーホール・会議室
▶ 内容…①記念講演（講師・生重幸
恵氏）②実践発表（山形地区教育
振興協議会、軽米町教育委員会）
▶申込期限…11月26日㈬
問 社会文化課　☎52-2700

　市では、住宅用太陽光発電システ
ムの設置費用の一部を補助します。
▶ 対象…市内に住所を有し、市税の
滞納がない人が居住する住宅
▶ 対象経費…市内業者と契約して設
置する最大出力10ｋＷ未満の太陽
光発電システムに要する経費
▶ 補助額…最大出力 (ｋＷ) ×５万円
※限度額20万円
▶ 申込期限…平成27年２月27日㈮
　ただし予算の範囲内で受付
　※着工前の手続きが必要です
問 産業開発課　☎52-2369

　県内の道の駅を対象に第11回岩
手「道の駅」い～はと～ぶスタンプ
ラリーを実施。道の駅などにある用
紙に捺印したスタンプの数により豪
華賞品が当たる抽選に応募できます。
全30駅を制覇した人全員に完走証明
書をプレゼントします。
▶開催期間…翌年４月５日㈰まで
　※応募は４月６日㈪消印有効
問 岩手河川国道事務所 ☎019-624-3131

　大玉風船バレーや吹き矢、車いす
パン食い競争など、障がいのある人
もない人も一緒に楽しめる競技で交
流しませんか。
▶日時…12月４日㈭10時～12時30分
▶会場…市民体育館 ※参加無料
▶申込期限…11月25日㈫

当日のボランティアも募集中！
問 社会福祉課　☎52-2119

　ＮＨＫ大河ドラマで注目されてい
る黒田官兵衛の戦略や交渉力などの
ポイントを分かりやすく解説し、企
業活動のヒントにつなげます。
▶日時…11月19日㈬17時～18時30分
▶会場…久慈グランドホテル
　※事前の申し込みが必要です
問 久慈法人会／久慈関税会 ☎52-2273

　

◇申し込み…同センター☎54‒8004
―年金相談・予約制―
◇日時…①12／３㈬②17㈬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）

　ハウスのビニル、シートなどの野
焼きや無許可の埋め立ては違法です。
ＪＡ久慈営農経済センター、ＪＡ野
菜集出荷所（山形）で回収しますの
でご利用ください。
▶ 回収日時…12月１日㈪～５日㈮９
時～16時
▶ 対象…塩化ビニル、遮光幕、肥料
袋、畜産用ラップフィルムなど
▶ 回収方法…種類ごとに梱包して、
各自で回収場所に搬入
▶処理料金…１㌔あたり71円
問 ＪＡ久慈営農経済センター ☎52-1318

　パート、アルバイトなどを含む労
働者を１人でも雇っている事業主は
労働保険（労災保険、雇用保険）に
加入する義務があります。詳しくは
問い合わせください。
問 岩手労働局労働保険徴収室☎019-604-3003

　
　ゲーム体験コーナーのほか、障が
い者が制作した作品の展示、製品の
販売を行います。
▶日時…12月４日㈭10時～12時30分
▶会場…市民体育館
問 久慈市社会福祉協議会　☎53-3380

　12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、
住所、生年月日などを記載した書面
の縦覧を行います。
▶ 縦覧期間…12月３日㈬～７日㈰
　８時30分～17時
▶会場…下記事務局（市役所１階）
問 市選挙管理委員会事務局　☎内線472

　11月12日㈬～25日㈫は「女性に
対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者などからの暴力やストーカー
行為は重大な人権侵害です。秘密は
厳守されますので、一人で抱え込ま
ず相談してください。
問 子育て支援課　☎52-2169

　盛岡地方法務局では、東日本大震
災により土地が不規則に移動した市
内の一部地域で、登記所に備え付け
ている地図の修正作業を実施します。
　現況測量のため、委託業者が道路・
水路などに立ち入りますので、ご理
解とご協力をお願いします。
▶現地測量…翌年３月まで
▶ 対象地区…新井田第３・４地割、旭
町第10・11地割、源道第12・14・
16・17地割、湊町第14・16・17地
割の各一部
問 盛岡地方法務局　☎019-624-9855

　普通教科のほか、環境緑化、情報
ビジネス、海洋科学、食物、介護福
祉系列の授業を一般公開します。
▶ 日時…11月25日㈫～28日㈮13時
35分～15時25分
▶会場…久慈東高校
問 久慈東高校　☎53-4489

▶日時…11月20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有り
問 総務学事課　☎52-2154

◇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
―特設人権相談―
◇日時…12／５㈮10時～15時◇会
場…長内公民館２階◇相談員…人権
擁護委員（全委員）◇連絡先…生活
環境課☎54‒8003

―行政相談―
◇日時…12／16㈫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…12／17㈬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…12／25㈭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

日  時 相談員
①12/４㈭10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

②12/11㈭10:30~15:30 長谷川博一弁護士
③12/17㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期

道の駅スタンプラリー

お知らせ相 談

ＤＶ被害をなくそう！

固定資産税（４期）…………………………………… 12月１日
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（５期）… 12月１日
学校給食費（７期）…………………………………… 11月26日

募 集

久慈病院
☎ 53-6131

子育てを学ぶ研修会

フットサルリーグ開催！

塩加減も「あまちゃん」で

住宅用太陽光発電に補助金

事業主は労働保険に加入を

市職員の
懲戒処分

　久慈市懲戒処分等の公表基準に基づく、本年４月１日
から９月 30 日までの処分はありませんでした。
問 総務課　☎52-2112

　

　11月１日現在で市内に住民
登録している対象者には、12
月上旬に案内状を送ります。
　市外に住民登録している対象
者で参加を希望する人は、12月
12日㈮までにご連絡ください。
問 社会文化課　☎52-2700

平成 26年度

久慈市成人式を開催

農業用廃プラスチック回収

ふれあいスポーツフェスタ

日  時 会　場
①12/２㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②12/17㈬ 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

永久選挙人名簿の縦覧

教育委員会議の予定

　久慈病院では、久慈保健所の減塩推進活動に賛同し、病院給食を
減塩でもおいしく召し上がっていただける料理や調理方法の工夫に
取り組み始めました。今月は、超・簡単レシピを紹介します。

　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、0.04～0.07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
10月測定 ９月測定

１㍍ 0.049 0.052
50㌢ 0.051 0.053
５㌢ 0.053 0.055

問 生活環境課　☎54-8003

10 月８・９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

久慈東高校へ行こう週間

結 い っ こ フ ェ ス タ

登記所の地図を修正します

市議会
12月定例会

◇本会議…12月４日㈭◇一般質問…９日
㈫ ･10日㈬◇常任委員会…12日㈮◇本会
議…17日㈬

　

アンバーホール
・おらほーる１２月 イベント

情　報

期日 イベント名 料金
６㈯
13：30~

八戸・久慈自動車道
整備促進住民大会 無

14㈰
12：30~ 歳末たすけあい芸能大会 有

21㈰
９：30~

全日本アンサンブルコン
テスト岩手県大会予選
久慈支部大会

無

※ 11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

10月１日付けで、嵯峨佐千夫さん
（十八日町）が法務大臣から人権擁
護委員に委嘱（再任）されました。

官兵衛から企業経営を学ぶ

問 総務学事課
　 ☎52‒2154

１１．．1111㈰㈰    1414::0000～～
▶会場…アンバーホール
▶ 対象…平成 6 年４月２日～
平成７年４月１日までに生ま
れた人

※ 13時から受け付け

★ゆかりあえ（２人分）
＜材　料＞キャベツ 100㌘　ゆかりふりかけ 0.6㌘（小さじ 1/2）
＜作り方＞１㌢幅に切ったキャベツをさっとゆでて冷まし、ゆかりを混ぜる
　　　　　☆ 塩分は 1人分で 0.1 ｇですが、ゆかりの風味と紫色がアクセ

ントになり、味も見た目も良いあんばいです。

３　広報くじ№209

★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。
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