
　

★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
らもかけられます

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。

情報
固定資産税（１期）…………………………………… ４月30日

　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、0.03～0.07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
３月測定 ２月測定

１㍍ 0.049 0.043
50㌢ 0.051 0.044
５㌢ 0.054 0.049

問 生活環境課　☎54-8003

３月９・11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

　

アンバーホール
・おらほーる ５月 イベント

情　報

期日 イベント名 料金
23㈯
12：30~ 茂木大輔プレレクチャー 無

23㈯
14：30~ 岡田奏ピアノリサイタル 有

※４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

久慈市プレミアム付商品券
取扱加盟店を募集します

久慈市ＰＲ動画
配信スタート！

　市長と副市長のキャラクターが久慈市の情
報をゆる～くＰＲします。動画は定期更新。
市ホームページなどからご覧になれます。
問�地域づくり振興課　�☎ 52-2116「市長くんと副市長くん」

　久慈商工会議所では、「久慈
市プレミアム付商品券発行事
業」を実施するにあたり、商品
券を利用できる取扱加盟店を募
集します。
　詳しい内容や申込方法などは、
久慈商工会議所ホームページを
ご覧になるか、お問い合わせく
ださい。
▶�募集期間…４月20日㈪～５
月22日㈮まで

▶�対象事業所…市内に常設する
店舗を持ち、物品の販売・飲
食・サービスを提供する事業
所

▶�事業期間…７月１日㈬～12
月31日㈭　※６カ月間

問 久慈商工会議所　☎52-1000

…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
―交通事故巡回相談・予約制―
◇日時…５／26㈫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
―年金相談・予約制―
◇日時…①５／13㈬②27㈬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）

■成人スイミング
▶�日時…５月８日～７月17日までの
毎週金曜日（全10回）13時45分～
14時45分※５月22日を除く
▶対象・定員…18歳以上・20人
▶�入場料…5,000円※10回分、指導
は無料です
▶申込期限…５月７日㈭
■１カ月シニアフリーパス試行販売
▶販売期間…８月31日㈪まで
▶対象・料金…満60歳以上・4,500円
▶�有効期間…購入日を含む30営業日
※�期間内は何度でも利用可能。自
主事業への参加もできます

■ファミリー割引入場券試行販売
▶販売期間…９月30日㈬まで
▶�対象・料金…保護者1人と小学生
以下１人での利用・500円※保護
者も水着と水泳帽子の着用が必要。
３人以上は通常料金となります
問�福祉の村屋内温水プール�☎53-9292

　平成28年歌会始のお題は「人」。
歌を詠む場合は「人」の文字が詠み
込まれていればよく、「人材」「若人」
のような熟語にしても差し支えあり
ません。詳しくは宮内庁ホームペー
ジをご覧ください。
▶申込期限…９月30日㈬
問�宮内庁式部職　☎03-3213-1111

　久慈市懲戒処分等の公表基準に基
づく昨年10月１日から本年３月31日
までの処分は次のとおりです。
①月日…11月５日／事由・処分…道
路交通法違反・戒告／職・年齢…主
事級・30代男性　②月日…２月16日
／事由・処分…窃盗・解雇／職・年
齢…臨時職員・40代男性
問�総務課　☎52-2112

　子どもたちの工作やお楽しみ会な
ど、小学生の学習活動のお手伝いや
見守りなどをするボランティアを募
集しています。将棋が得意な人も大
歓迎。気軽にご連絡ください。
問�中央公民館　☎53-4606

　市では、本年度に策定する「久慈
市総合計画」に、市民の皆さんの意
見を反映させるため、審議会委員と
して参画いただける人を募集します。
▶応募資格…20歳以上の市民３人程度
▶応募期限…４月28日㈫
※審議会は10月までの間、５回程度開催
問�政策推進課　☎52-2115

　公園内で犬を放すと、親子連れな
ど、他の利用者が困る場合がありま
す。犬を散歩させる時は、放さずに
リードなどでつなぎましょう。
　また、ペットのふんは必ず持ち帰
りましょう。
問�都市計画課　☎52-2151

▶日時…４月28日㈫10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�教育総務課　☎52-2154

　男女共同参画サポーター養成講座
を受講して、あなたの思いを地域で
活かしてみませんか。応募方法など、
詳しくはお問い合わせください。
▶対象…20歳以上の県民
▶�日程…５月12日㈫～９月30日㈬ま
での間、全７回（うち１回は１泊
２日で実施予定）
▶会場…アイーナ（盛岡市）ほか
▶�受講料・定員…無料（テキスト代
1,500円）・50人程度
▶申込期限…４月30日㈭
問�地域づくり振興課　☎52-2116

▶科名…ＯＡ実務科
▶�内容…パソコンを使用した事務処
理全般の基本的な技能を習得
▶期間…５月21日㈭～３カ月間
▶時間…９時～15時50分
▶会場…久慈職業訓練協会（川崎町）
▶定員…求職者15人
▶受講料…無料
▶申込期限…５月７日㈭
問�ハローワーク久慈　☎53-3374

　県では、身体障害者に補助犬（盲
導犬、聴導犬、介助犬）を無償で給
付する事業を行っています。申請方
法など、詳しくはお問い合わせくだ
さい。
▶�対象者…県内に在住する在宅の18
歳以上の重度の視覚障害者、肢体
不自由者、聴覚障害者
▶申込期限…５月８日㈮
問　社会福祉課　☎52‒2119

　市では、東日本大震災の災害義援
金の募集期間を平成28年３月31日ま
で延長。社会福祉課と各支所の窓口
で受け付け中です。
　集められた義援金は、市内の被災
者支援のために活用されます。皆さ
まのご協力をお願いします。
問�社会福祉課　☎52-2119

◇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…５／15㈮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（香木
正委員）◇連絡先…生活環境課☎54
−8003

―行政相談―
◇日時…５／19㈫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（黒
沼正雄委員、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…５／20㈬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…５／28㈭10時～15時◇会場

日　　時 相談員
①５/８㈮１0:30～１５:30 鈴 木 真 実弁護士

②５/１3㈬１0:30～１５:30 齊 藤�　 拓弁護士

③５/２１㈭１0:30～１５:30 長谷川博一弁護士

―法律相談・予約制―

久慈病院
☎ ５3-６１3１診療体制のご案内

歌 会 始 の お 知 ら せ男女共同参画を学ぼう

義援金の募集期間を延長

身 障 者 に 補 助 犬 を 給 付

放課後子ども教室サポーター

４月１日付けで、嵯峨正夫さん（山形
町霜畑）が法務大臣から人権擁護委員
に委嘱（再任）されました。

市総合計画の審議会委員

福祉の村温水プールに行こう

職 業 能 力訓 練の受講 生日　　時 会　場
①５/１3㈬９:30～１１:30 ハローワーク久慈
②５/１3㈬１3:30～１５:30 ジョブカフェ久慈
③毎週月曜９:00～１６:00 総合福祉センター

広報４／１号
おわびと訂正

　広報４月１日号 15㌻「自主防災組織」で紹介した出席
者の氏名に誤りがありました。正しくは次のとおりです。
おわびして訂正します。
▶関地区自主防災会・嵯峨正夫防災委員

ゴールデンウイーク
は、みんなで久慈の
イベントを楽しもう！

期日 内容など

４/25・26       
（土・日）

親子で楽しむイベント満載！
久慈春まつり
■会場…歴通路広場
問�久慈商工会議所�☎52−1000

５/２～４
（土～月）

花と緑の展示即売
久慈環境緑化まつり
■会場…アンバーホール駐車場
問�生活環境課�☎ 54−8003

５/３
（日）

郷土料理と芸能でおもてなし
水車まつり
■会場…桂の水車広場
問�山根六郷研究会�☎53−5281

イベント情報ペット連れの公園利用

教 育 委 員 会 議 の 予 定

市 職 員 の 懲 戒 処 分

診療科名 予約 診療日など
呼吸器科 要 金、毎月隔週月曜日
脳神経外科 月～木

消化器科 月・火・木・金、金曜午後は糖尿
病外来（要予約）

整形外科 月～水・金
泌尿器科 月～金（金曜日のみ要予約）

小児科 月～金、月曜午後は乳児健診、
火曜午後は予防接種（要予約）

精神科 要 火 ･木 ･金
耳鼻咽喉科 月・木

　久慈病院の外来診療は、平日の
午前のみです。右表の診療科は診
療日が異なったり、予約が必要な
場合もあるのでご注意ください。

■受付時間
�①新患受付…８：30 ～ 11：00
　（整形外科のみ８：30 ～ 10：00）
②再来受付…７：30 ～ 11：00
　（整形外科のみ７：30 ～ 10：00）

相 談

募 集

お知らせ
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