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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
※日曜は
　診療しています。（　　　　　　） 病児保育室

を開設して
おります。 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３月20日㈮　臨時休診日

3/1～3/7は予防接種週間です

3 月の休診日のお知らせ

3/７㈯
14:30～16:00

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

★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
　

▶ 受験資格…①昭和60年４月２日
～平成６年４月１日生まれ②平成
６年４月２日以降生まれの大学卒
業者（見込み含む）か、大学卒業
同等の資格があると認められる人
▶申込期間…４月１日㈬～13日㈪
　※原則、インターネット申し込み。
　　資料の請求は久慈税務署まで
▶１次試験日…６月７日㈰
問 仙台国税局☎022-263-1111内線3236

　久慈保健所では「震災から４年 
復興に向けてのこころのケアと地域
づくり」をテーマにセミナーを開催。
講演会や活動報告のほか、大正琴の
演奏や大黒舞が披露されます。入場
は無料。参加して地域や人とのつな
がりを考えてみませんか。
▶日時…３月12日㈭10時～
▶会場…アンバーホール
問 久慈保健所　☎53-4987

　申込方法や受験資格など、詳しく
は人事院ホームページをご覧になる
か、問い合わせください。

問 人事院東北事務局 ☎022-221-2022

▶申込期限…３月13日㈮
問 建築住宅課　☎52-2120
問 山形総合支所産業建設課 ☎72-2129

　次の伐採や開発行為を行う場合は、
県知事の許可が必要になります。申
請方法など、詳しくは問い合わせく
ださい。
■ 保安林内での伐採
　保安林内での転用開発や伐採をす
る場合
■林地の開発行為
　開発行為（土地の形質の変更）を伴
う１ヘクタールを超える伐採の場合
問 振興局林務部　☎53-4984

　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…３月13日㈮13時30分～
▶会場…元気の泉
問 認知症の人と家族の会 ☎72-2159

　市では、次の世帯に福祉灯油等購
入費（5,000円）を助成しています。
申請期限は３月13日㈮。対象世帯
は忘れずに申請してください。
■対象世帯（①と②を満たす世帯）

問 社会福祉課　☎52-2119

　東北財務局盛岡財務事務所では、
返済できないほどの借金を抱え、お
悩みの人の相談に応じています。秘
密は厳守。気軽にご相談ください。
▶相談ダイヤル…019-622-1637
▶ 受付時間…平日８時30分～16時
30分（祝日、年末年始を除く）

問 東北財務局盛岡財務事務所 ☎019-625-3353

　今回で29回目を迎える陸上自衛
隊岩手駐屯地音楽隊の定期演奏会を
開催します。
▶日時…３月14日㈯15時開演
▶会場…盛岡市民文化ホール
問 岩手駐屯地指令業務室 ☎019-688-4311

　県内各地の独身男女の出会いの場
を提供する婚活支援イベント情報が、
いきいき岩手支援財団のホームペー
ジ（http://www.iwate-silverz.jp/）の
「結婚支援情報」に掲載されていま
す。イベントに関する問い合わせ・
申し込みは、各事業の実施団体に直
接お願いします。
問 子育て支援課　☎52-2169

　地域に根ざした福祉活動を支援す
るＮＨＫ厚生文化事業団「わかば基
金」では、活動の幅を広げるための
支援金やリサイクルパソコンを希望
する地域団体を募集しています。申
込方法など、詳しくはホームページ
（http://wwwnpwo.or.jp/wakaba/）
をご覧ください。
▶ 募集部門…①支援金部門（最高
100万円）②リサイクルパソコン
部門（１団体３台まで）③東日本大
震災復興支援部門（最高100万円）
▶申込期限…３月31日㈫必着
問 「わかば基金」事務局 ☎03-3476-5955

お知らせ

募 集

森林の伐採・開発は届出を

認知症の人と家族のつどい
多重債務の無料電話相談

福祉灯油の申請３／１３まで 自衛隊音楽隊の定期演奏会

県内の婚活イベント情報

国家公務員の採用試験

いきる支援セミナー

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

地域福祉を支援「わかば基金」

市営住宅空きあります

※ インターネットで申し込み。郵送な
どの場合は問い合わせください

①
全
て
に
該
当

○ 住民基本台帳に登載され市内
に居住する世帯
○ 世帯全員が平成26年度住民税
非課税（平成25年中の所得）

②
い
ず
れ
か
に
該
当

○ 満65歳以上の高齢者のみの
世帯（3月31日までに達する
ものを含む）
○ 重度心身障害者医療費を受
給する者の属する世帯
○ 身体障害者手帳１・２級の者
の属する世帯
○ 特別児童扶養手当障害等級
１級の者の属する世帯
○ 療育手帳最重度または重度
の者の属する世帯
○ 精神障害者保健福祉手帳１
級の者の属する世帯
○ 母子、父子家庭または養育
者世帯
○生活保護受給世帯

区分 受付期間 １次試験
総合職試験

（院卒・大卒程度） 4/1 ㈬～8 ㈬ 5/24 ㈰

一般職試験
（大卒程度） 4/9 ㈭～20 ㈪ 6/14 ㈰

一般職試験
（高卒者） 6/22 ㈪～7/1 ㈬ 9/6 ㈰

国税専門官（大学卒業程度）

稲庭高原スノーフェスタ
八戸・二戸・久慈八戸・二戸・久慈  三圏域連携事業　二戸☆トピックス三圏域連携事業　二戸☆トピックス

短角牛を使った「短角汁」
や岩

がんしょうぼう

誦坊そばなど、稲庭岳
グルメが待っています！

教育委員
会議の予定

▶日時…３月19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

▶ 日時…３月21日（土・祝）９時30 分～
▶会場…天台の湯周辺（二戸市）
▶ 入場料…無料（一部有料有り）
　※ 予約が必要なプログラムもあり
ます。詳しくはホームページを
ご覧ください。

▶ 内容…①ブナの森を歩くかた雪ト
レッキング（参加費2,000円）②全
長約２㌔のソリ・ゴムチューブ滑

り体験③バナナボートでミニツー
リング④ちびっこスノーモービル
⑤ちびっこ広場⑥売店ブース⑦か
まくら食堂（ジンギスカンバケツ
でＢＢＱ）
　※ 悪天候などにより、内容が変更

になる場合があります。
問 浄法寺町観光協会 ☎0195-38-2211
　（http://www.joboji-kankou.jp/）


