
　

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申込期限…１月６日㈫
問 久慈職業能力開発センター☎53-6261

　基礎から学べるスキー・スノー
ボード講習会。楽しく滑って上達し
てみませんか。
▶ 日時…①１月11日㈰②18日㈰③
25日㈰10時30分～15時
▶会場…平庭高原スキー場
▶ 対象…一人でリフトに乗車できる
小学生以上の市民
▶定員…①スキー20人②ボード10人
▶参加費…600円（保険加入料）
▶申込期限…12月22日㈪
問 久慈市体育協会　☎61-3353

　平成27年度産から、「畑作物の直
接支払交付金（ゲタ対策）」と「米・
畑作物の収入減少影響緩和対策（ナ
ラシ対策）」の対象者要件が変わり
ます。加入には認定農業者または認
定新規就農者になるか、集落営農を
組織して参加することなどが必要で
す。詳しくは問い合わせください。
問 東北農政局盛岡地域センター☎019-624-1129

　大雪が降った時は、ＬＰガス設備
の事故が発生しやすくなります。
■衝撃に注意
　屋根の雪下ろしや除雪をする時は、
ガス設備に衝撃を与えないようにし
ましょう。
■安全を確保
　緊急時にバルブを閉止できるよう、
ガス設備周りの通路を除雪しておき
ましょう。
問 久慈地域高圧ガス保安対策協議会
　☎53-0470

　

―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…１／22㈭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…①１／14㈬②28㈬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）

　受診を希望する人で、まだ申し込
んでいない場合はご連絡ください。
▶ 日時・会場…１月４日㈰～５日㈪
７時～11時・元気の泉
▶ 対象…出稼ぎ者、特定健診対象者、
後期高齢者など
▶ 受診料…①特定健診（出稼ぎ者）
2,200円②肝炎ウイルス健診800
円③大腸がん検診400円④胃が
ん検診1,400円⑤前立腺がん検診
450円※加入保険の種類、年齢で
特定健診の受診料が変わります
問 商工観光課　☎52-2123
問 保健推進課　☎61-3315

　Ｕターンして就農する人や、新た
に農業にチャレンジする人を応援す
る新農業人フェアを開催します。
▶日時…１月10日㈯11時～15時
▶会場…アイーナ（盛岡市）
▶ 内容…農業技術・経営の習得や農
地・資金の確保などの情報提供
※個別の相談にも応じます
問 県農業普及技術課　☎019-629-5656

★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

　年末に下記の窓口を開きます。ど
うぞご利用ください。※一部、取り
扱いできないものもあります。詳しく
は各担当課に問い合わせください。
▶日時…12月29日㈪９時～17時
▶ 開設窓口…市民課、社会福祉課、
子育て支援課、商工観光課、会計課
問 各担当課　☎52-2111（代表）

■天気予報をチェック
　水道管は気温が－４℃以下になる
と凍結や破裂の恐れがあります。天
気予報や水道管凍結予報を確認して
水道管の水抜きをしましょう。
■水抜き操作の手順は
　蛇口を全開にしたまま、水抜き栓
を全閉にしましょう。
■凍結してしまったら
　解凍できない場合は市指定給水装
置工事事業者に依頼しましょう。
問 水道事業所　☎52-2189

　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…１月９日㈮13時30分～
▶会場…元気の泉
問 認知症の人と家族の会　☎72-2159

　新年の開館初日は福祉の村屋内温
水プールを無料開放。餅つき体験、
おしるこのお振る舞いも行います。
▶日時…１月４日㈰10時～18時
問 福祉の村屋内温水プール　☎53-9292

　調理業務に従事する調理師は、２
年ごとに就業地の保健所に届け出が
必要。本年度が届出年度になります。
届出用紙は久慈保健所にありますの
で、記入・提出をお願いします。
▶届出期間…１月５日㈪～15日㈭
問 久慈保健所　☎53-4987

◇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…１／20㈫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（髙屋敷眞喜子
委員）◇連絡先…生活環境課☎54‒
8003
―行政相談―
◇日時…１／27㈫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…１／21㈬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
―交通事故巡回相談・予約制―
◇日時…１／20㈫13時～15時◇会
場…消費生活センター (市役所東側 ) 
◇相談員…県民生活センター交通事
故相談員◇申し込み…同センター☎
54‒8004

日  時 相談員
①１/８㈭10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

②１/14㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

③１/29㈭10:30~15:30 長谷川博一弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期暮らしの

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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水道管の凍結に注意を

市民税（４期）………………………………………… 12月25日
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（６期）… 12月25日
学校給食費（８期）…………………………………… 12月26日

募 集

久慈病院
☎ 53-6131

無料でスキルアップ

リハビリテーション科について

スキー・ボードを学ぼう

農業を始めたい人の相談会

住 民（ 出 稼 ぎ ） 健 診

ゲタ・ナラシ対策に加入を
日  時 会　場

①１/６㈫10:00~13:00 ジョブカフェ久慈
②１/21㈬ 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

市役所窓口を臨時開設

調理師は業務従事者届を 　久慈病院は、脳卒中や頭部外傷
の脳血管疾患、骨折や人工関節な
どの運動器疾患、肺炎や呼吸不全
などの呼吸器疾患、心筋梗塞や慢
性心不全などの心臓疾患やがん患
者の、急性期リハビリテーション
の施設基準を取得しています。
　また、集中的にリハビリテーショ

　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
11月測定 10 月測定

１㍍ 0.050 0.049
50㌢ 0.051 0.051
５㌢ 0.054 0.053

問 生活環境課　☎54-8003

11 月 11・12 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

ンを行い、在宅復帰を進める回復
期リハビリテーション病棟を設置
しています。
　さらに、久慈地域のリハビリテー
ション広域支援センター（Ⅱ型）に
指定されており、圏域のリハビリ
テーション従事者の研修や、専門
職員の派遣支援も行っています。

温水プールで初泳ぎ！

認知症の人と家族のつどい

　

アンバーホール
・おらほーる１月 イベント

情　報

期日 イベント名 料金
11㈰
14：00~ 久慈市成人式 無

12㈪
９：15~ 久慈市消防団出初式 無

18㈰
15：00~

音楽の贈り物 vol.２
～ポップスとクラシッ
クの融合～

有

※ 12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

ＬＰガスの雪害事故に注意

コース 期間 定員
ホームページ作成基礎 １/20㈫～21㈬ 15

　市では、平成27年４月１日付け
採用予定の嘱託館長等を募集します。
■募集職種など
▶ 職種…①大川目農村総合センター
所長（大川目公民館長）１人②三
船十段記念館１人
▶応募資格…市内に住所を有する人
■主な職務内容
・施設の管理運営全般
・ 施設を中心とした生涯学習などの
推進（主催事業の企画・運営など） 
・地域コミュニティとの連携
■試験日時・会場
▶１次試験（作文試験）…２月１日㈰

10時～・久慈市役所
▶ ２次試験（面接試験 )…１次試験
合格者を対象に実施します
■申込方法
　申込用紙は市役所総務課で交付し
ます。郵便で請求する場合は、封筒
の表に「嘱託館長等試験申込請求」
と朱書し、あて先と郵便番号を明記
して、120円切手を貼った返信用封
筒を同封して請求してください。
■ 申込期限
　１月27日㈫　※同日の消印有効
問 総務課　☎52-2112
　 〒028-8030　久慈市川崎町１－１

嘱託館長等（非常勤特別職員）を募集

　

　市では、歩道等の除雪にご協
力いただける町内会などの団体
を募集しています。除雪作業に
は、団体が所有する除雪機を使
用。市では燃料を支給します。
詳しくは問い合わせください。
問 土木課　☎52-2124
問 産業建設課　☎72-2111

町内会などで歩道の除雪を
除雪協力団体を募集

３　広報くじ№211 2014.12.15号　２


