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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

関上こども
クリニック

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
1月31日㈯は
臨時休診日です（　　　　　　） ※日曜も

診療して
います。 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

～予防接種特別日程のお知らせ～

★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

★平成27年１月１日㈭～４日㈰
　　1月5日㈪から通常診療いたします。
★平成27年１月24日㈯　臨時休診日

お正月と 1月の休診日のお知らせ

1/６㈫
14:30～17:00

1/10㈯
15:00～17:30

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。

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

所在地　久慈市川崎町５－２
ＴＥＬ　５３－５００２（FAX兼）
Email　supin@msj.biglobe.ne.jp
Ｈ　Ｐ　facebook.com/pingulkuji
指導者　糸坪みゆき（韓国国立国語院認定韓国語教員）
　　　　韓国キョンヒ大学大学院　修士課程卒業

韓国語教室 ぴんぐる

冬休み中は中高生の無料体験 (１／５～１／９）、
親子教室（１／10、１／12)、チマチョゴリ試着体
験（１／17・１／18) を開催します。詳しくは電話
かメールでお問合せ下さい。

韓国語教室ぴんぐる
冬休みイベント参加者募集中 !

Ｔａｘ
■固定資産税の償却資産申告
　平成27年１月１日現在で、市内に
事業用の償却資産を所有している人
は申告が必要です。電子申告システ
ム「eLTAX」での申告も受け付けます。
▶申告期限…２月２日㈪
■取り壊したら届け出を
　居宅、物置、車庫などを取り壊し
た場合は「家屋取壊届出」を税務課
に提出してください。
■固定資産税の相談に応じます
　これから取得を考えている土地・
家屋の固定資産税など、気になるこ
とは気軽にご相談ください。
問 税務課　☎52-2114

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産をインターネットオークショ
ンで公売します。詳しくは市ホーム
ページまたは「Yahoo! 官公庁オー
クション」のページをご覧ください。
▶ 申込期間…１月７日㈬13時～23
日㈮23時

▶ 入札期間…１月30日㈮13時～２
月１日23時

▶ 公売物品…絵画２点　※物品は予
定なく変更する場合があります。
問 収納対策課　☎52-2368

　東日本大震災で被災した人が、消
費税率引き上げ後（H26.4.1以降）に
住宅を新築・補修した場合、消費税
率引き上げ相当分が給付されます。
詳しくは問い合わせください。
問 復興推進課　☎54-8005

　身近にあるものを使った親子で楽
しめる運動遊びなどを紹介します。
▶日時…１月28日㈬10時～11時30分
▶会場…市民体育館サブアリーナ
▶ 定員…就学前児童とその保護者
25組程度　※入場無料

▶申込期限…１月27日㈫
問 いわて子育てネット☎019-652-2910

　１月から、病院や薬局で支払う自
己負担限度額が、世帯の所得に応じ
て５段階に細分化されます。
　病院の窓口での支払いを、自己負
担限度額にとどめるには、事前に「限
度額適用認定証」の交付を受ける必
要があります。現在、交付を受けて
いる人には、新たな認定証を送付し
ます。申請方法など、詳しくは問い
合わせください。
問 市民課国保グループ　☎52-2118

　停電のときは、一部の電話機を除
いてインターネット回線を利用した
「IP 電話機」、「電源を必要とする電
話機」からの119番通報ができなく
なります。緊急時は、携帯電話や公
衆電話などを利用してください。
　電話機の機能や設定方法は、機器
の取扱説明書を確認するか、販売元
などに問い合わせください。
問 久慈消防本部　☎53-0119

　18歳以上を対象にしたスイミン
グ教室を開催。正しい泳ぎ方や練習
方法を身につけ、水泳に親しんでみ
ませんか。
▶ 期 間 …１月23日㈮～３月20日㈮
までの毎週金曜日・13時45分から
14時45分（全８回・２月13日を除く）

▶会場…福祉の村屋内温水プール
▶定員・参加料…20人・4,000円
▶申込期限…１月21日㈬
問 福祉の村屋内温水プール ☎53-9292

　サケ・サクラマスの調査研究のほ
か、ホヤの資源増殖・養殖事業化に
向けた取り組みなどを講演します。
▶日時…１月20日㈫14時～16時25分
▶会場…久慈地区合同庁舎
▶申込期限…１月14日㈬
問 産業開発課　☎52-2369

　市では、４月から施行される予定の
子ども・子育て支援新制度に向けた
「子ども・子育て支援事業計画（案）」
に対する意見を募集しています。
▶ 閲覧場所…子育て支援課（市役所
１階）、山形福祉室（山形総合支
所）、各支所

▶ 応募方法…住所、氏名、電話番
号を明記し、①郵送②ファクス③
メール④持参のいずれかの方法で
応募　※様式は問いません
▶募集期限…１月14日㈬
■応募先
◇郵送…〒028-8030／久慈市川崎
町１―１／久慈市役所子育て支援課
宛て◇ファクス…52-2367◇メール
…kosodatetantou2@city.kuji.iwate.jp
問 子育て支援課　☎52-2169

▶申込期限…１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

　九戸地方育英会では、教員を目指
して大学などに進学する人に奨学金
をお貸しします。
▶ 応募資格…久慈管内に本籍があり、
４年制大学などに入学見込みの人
（在学中も可）
▶奨学金…月額３万円
▶申込期限…３月23日㈪
問 総務学事課　☎52-2154

　岩手県学生援護会では、東京都
豊島区にある本県出身者用の学生寮
「岩手県学生会館」の入寮生を募集し
ます。詳しくは問い合わせください。
▶ 入寮資格…寮から通学できる大学、
短期大学などに入学する学生
▶入寮期間…２年間（延長規定あり）
▶ 寮費…月８万500円（朝夕の食事、
共益費、自治会費を含む）
▶募集人数…男子15人・女子20人
▶選考方法…書類および面接

問 岩手県学生援護会 ☎03-3972-4783

　認知症の老いた母親とその息子が
織り成す、笑いと涙にあふれた触れ
合いをつづった「ペコロスの母に会
いに行く」を上映します。
▶日時…１月31日㈯13時30分～
▶会場…アンバーホール・小ホール
▶定員…先着300人　※無料
▶ 申込方法…住所、氏名、電話番号
を明記し、ファクス（52-8660）
かメール（info@kita-sanriku.org）
で申し込み
問 北三陸塾（リハビリタウンくじ内）☎53-0056

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申し込み…開始日の２週間前まで
問 久慈職業能力開発センター ☎53-6261

お知らせ
募 集

成人スイミング教室

コース 期間 定員
ホームページ作成応用 7/23 ㈫～ 24 ㈬ 15
ネットショップ入門 7/29 ㈫～ 30 ㈬ 10

海洋・水産研究セミナー

教員志望者に奨学金

市営住宅空きあります

子育て支援計画への意見 県学生会館の入寮生

無料でスキルアップ

無 料 の 映 画 上 映 会

簡単！楽しい！親子遊び

医療費の負担限度額が変更

ＩＰ電話からの１１９番に注意

税の申告・届け出忘れずに

差押財産を公売します

住まいの復興給付金

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

面接日 申込受付期間 会場
2/18㈬ 1/20 ㈫～ 2/13 ㈮ アイーナ

（盛岡市）3/10 ㈫ 2/19 ㈭～ 3/5 ㈭

消防出初め式 　１月12日（月・祝）、９時15分からアンバー
ホールで開催。分列行進（10時30分～11時
30分ころ）に伴い、市街地で交通規制が行わ
れます。ご理解とご協力をお願いします。問 消防防災課　 ☎ 52-2173

タックスゼミナール ▶日時…１月22日㈭14時～
▶会場…アンバーホール　※参加無料
▶内容…相続税・贈与税の税制改正
▶申込期限…１月19日㈪問 久慈法人会　 ☎ 52-2273

法務局市民講座 　無料の市民講座を二戸合同庁舎で開催
します。各回とも定員25人です。（要申込）
①１/23㈮13:30～「遺産相続と遺言」
②１/30㈮13:30～「成年後見登記制度」

問 盛岡地方法務局二戸支局
　 ☎ 0195-25-4811

★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

暮らしの

情報情報

書きぞめ教室 趣味、冬休みの課題などにもどうぞ。
▶日時…１月12日（月・祝）10時～
▶会場…やませ土風館　※要申込
▶受講料…1,000円　※資料・材料代問 晴山書道教室　 ☎ 53-3808


