
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

　岩手県土地家屋調査士会二戸久慈
支部では、４月１日の「表示登記の
日」を記念した無料の相談会を開催
します。気軽にご利用ください。
▶日時…４月１日㈬10時～15時
▶会場…アンバーホール第３会議室
▶ 内容…土地の分筆・合筆・地目変
更などの登記②建物の登記③土
地・建物の調査測量④境界問題
問 県土地家屋調査士会二戸久慈支部☎59-3400

　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

　建築士やファイナンシャルプラン
ナーなどの専門家が住宅建築やロー
ン、売買などの相談に応じます。
▶日時…４月７日㈫13時～17時
▶会場…やませ土風館「風の舘」
　※前日までに申し込みが必要です
問 白樺会　☎75-3506

　市では、東日本大震災で被災した
人が市内で住宅を再建するための借
り入れや、補修・改修、宅地の復旧
工事に要する経費などに対して、補
助・利子補給を行っています。
　申請方法など、詳しくは問い合わ
せください。
問 建築住宅課　☎52-2120

　県では、悪質商法などの消費者被
害を防ぐための情報を啓発するボラ
ンティアを募集中。講座の聴講やご
近所の雑談など、できる範囲の活動
をお願いしています。登録方法など
詳しくは問い合わせください。
▶応募資格…県内在住の20歳以上
▶登録期間…平成28年３月31日まで 
問 県民生活センター ☎019-624-2586

▶ 日時…①4/18㈯②5/16㈯③6/20
㈯④7/18㈯⑤8/22㈯⑥9/26㈯10
時30分～11時30分
▶ 対象・定員…３歳以上の就学前児
童と保護者・各回10組（先着順）
▶ 参加料…１組500円※子ども２人
以上は、１人につき300円を加算
▶申込期限…各開催日の前日
問 福祉の村屋内温水プール ☎53-9292

　

★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

▶日時…３月19日㈭15時30分～
▶会場…市役所２階特別会議室
※傍聴可。日程は変更する場合有り
問 総務学事課　☎52-2154

　３月から５月は県の山火事防止運
動月間。空気が乾燥し、風の強い日
が多いため、山火事の起こりやすい
季節です。
■野焼きなどは十分注意を！
①強風・乾燥時の野焼きは控える
②火入れの許可は必ず受ける
③広い面積の火入れは複数人で
④火が消えるまで離れない

問 林業水産課　☎52-2122

　いわて花巻空港の定期便のダイヤ
が３月29日から改正。最短で札幌55
分、名古屋70分、大阪85分、福岡115
分と目的地まで一飛び。札幌・大阪・
福岡便には、新たに75日前までの予
約でお得な「ウルトラ先得運賃」が
設定されました。ますます便利な花
巻空港をどうぞご利用ください。
問 県県土整備部空港課 ☎019-629-5911

　レクイエム・プロジェクト北いわ
て実行委員会では、９月６日に開催
予定のコンサートに向けて合唱団員
を募集中。経験は不問。追悼と希望、
平和への思いを一緒に歌いませんか。
▶ 対象…小学生以上　※中学生以下
は保護者同伴
▶会費…2,000円　※楽譜代など
▶ 練習日…４月６日から毎週月曜日
18時30分～20時30分
▶申込期限（第１回）…４月３日㈮
問 同委員会事務局（東） ☎090-2278-5657

◇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…４／16㈭13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…人権擁護委員（鳥
谷峯道子委員）◇連絡先…生活環境
課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…４／21㈫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…４／15㈬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…４／23㈭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…①４／９㈭②22㈬10時30

日  時 相談員
①４/７㈫10:30~15:30 鈴 木 真 実弁護士

②４/14㈫10:30~15:30 長谷川博一弁護士
③４/22㈬10:30~15:30 齊 藤 　 拓弁護士

―法律相談・予約制―

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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久慈病院
☎ 53-6131患者確認にご協力ください

消 費 生 活 サポーター

教育委員会議の予定

被災者の住宅再建に補助
　久慈病院では、患者の皆さんに
安全な医療を提供する取り組み
を進めています。その一環とし
て、聞き間違いや思い込みによる
患者誤認（患者さん間違え）を防
ぐため、診察前や採血、検査時な
どにフルネームでご自身の名前を
名乗っていただく「患者・家族参加

　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
２月測定 １月測定

１㍍ 0.043 0.049
50㌢ 0.044 0.052
５㌢ 0.049 0.056

問 生活環境課　☎54-8003

２月９・10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

花巻空港がもっと便利に

　

アンバーホール
・おらほーる４月 イベント

情　報

期日 イベント名 料金
４㈯
５㈰
10：00~

保険無料相談会 無

12㈰
12：00~

歌の会なかま
チャリティショー 有

※３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

親子スイミング教室

　市では、駅前整備計画を作成
するため、これまで実施した市
民・商店経営者アンケートや意
見交換会に加え、ワークショッ
プを開催します。新しい駅前づ
くりをどうするか、みんなで意
見を出し合ってみませんか。
▶ 開催時期…４月～６月（毎月
１回開催予定）
▶定員…30人
▶申込期限…３月31日㈫
問 中心市街地活性化推進室 ☎52-2123

参加者を募集します！
駅前整備ワークショップ

合唱プロジェクトの団員募集

山火事防止運動統一標語
伝えよう 森の大事さ 火の怖さ

型の患者確認」を徹底しています。
患者の皆さんからは「安心した」
「確認は当たり前のこと」などの
ご意見をいただいています。
　安全な医療のためには、患者と
医療者側との相互協力が必要です。
フルネームで名前を名乗る「患者
確認」にご協力をお願いします。

　市では、５月１日付け採用予定の
非常勤嘱託職員を募集します。試験
日は後日、申込者にお知らせします。
▶職種…介護支援専門員１人
▶ 応募資格…次の全てに該当する人
①昭和40年４月２日以降生まれ
②介護支援専門員の有資格者で５
年以上の業務経験がある③パソコ
ンを操作できる④普通自動車運転
免許を持つ

▶勤務地…市地域包括支援センター
▶ 申込方法…申込用紙は地域包括支
援センターで交付。郵便で請求す
る場合は、封筒の表に「非常勤嘱
託職員試験申込書請求」と朱書き
し、宛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
同封してください。
▶ 申込期限…３月31日㈫※同日の
消印有効
問 地域包括支援センター ☎61-1557

　

▶ 応募資格…平成 27 年４月１日現
在満 18 歳以上で市内に在住し、
撮影用カメラを持っている人

▶ 募集人数…５人。原則、次の地区
ごとに１人を選出します

　 ①久慈・大川目②長内・宇部③夏
井・侍浜④小久慈・山根⑤山形

広報リポーター
募集します！

　イベントや地域の行事などを取材する広報リ
ポーターを募集します。リポーターが取材・編集
した記事は毎月１回、広報くじに掲載します。

▶ 活動期間…翌年３月 31 日まで
▶ 事務経費…年額１万２千円を支給
▶ 応募方法…４月９日㈭までに、申
込書を市役所２階まちづくり振興
課に提出してください
　※ 申込書は同課で配布するほか、

市ＨＰにも掲載しています
問 まちづくり振興課 ☎ 52-2116

イイベンベントや地域

　 市の非常勤嘱託職員を募集します

土地家屋の無料相談会

多重債務の無料電話相談

住宅建築などの無料相談会

山火事から森を守ろう！

市 前整備計 作成

写真を撮って、記事を書いて、広報に掲載してみませんか？

３　広報くじ№217 2015.3.15号　２


