
　

　森林の仕事の内容や、就業までの
流れなど、林業に就業するための相
談にお答えします。
▶�日時…12月３日㈭10時30分～14時
30分　※午前中は学生が対象
▶会場…ロイヤルパークカワサキ
▶参加料…無料（申込不要）
問�県林業労働対策基金 ☎019-653-0306

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産を公売します。詳しくは市
ホームページまたは収納対策課の窓
口（市役所１階）でご確認ください。
▶日時…11月26日㈭13時開場
▶会場…市役所車庫棟３階・会議室
▶�公売財産…不動産（湊町第23地割
内の土地・建物）※土地は持分1/2

問 収納対策課　☎52-2368

　12月１日現在で本市の永久選挙
人名簿に新たに登録された人の氏名、
住所、生年月日などを記載した書面
の縦覧を行います。
▶ 縦覧期間…12月３日㈭～７日㈪
　８時30分～17時
▶会場…下記事務局（市役所１階）
問�市選挙管理委員会事務局 ☎内線472

　久慈市懲戒処分等の公表基準に基
づく本年４月１日から９月30日まで
の処分はありませんでした。
問 総務課　☎52-2112

▶�回収日時…11月30日㈪～12月４日
㈮９時～16時
▶�回収場所…ＪＡ久慈営農経済セン
ター、ＪＡ野菜集出荷所（山形）
▶対象…塩化ビニル類、遮光幕など
▶�回収方法…種類ごとに梱包し、各
自で回収場所に搬入

▶処理料金…１㌔あたり75円
問�ＪＡ久慈営農経済センター ☎52-1318

　優秀映画鑑賞推進事業「成瀬巳喜
男の世界」を開催します。

▶�料金…一般500円、高校生以下200
円（４作品の共通券1200円）

問 アンバーホール　☎ 52-2700

　直筆原稿や短歌誌、遺品、写真な
ど、小田観螢に関する約50点の資料
を展示します。本展は入場無料。久
慈市の歌人に触れてみませんか。
▶ 日時…11月19日㈭～１月24日㈰９
時～16時30分
▶会場…三船十段記念館・展望ホール
問 文化課　☎52-2700

　

―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…12／24㈭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
―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）

　市では、久慈駅前整備に関する都
市再生整備計画（期間：平成26～30
年度）の見直しにあたり、市民の皆
さんから意見を募集します。
　計画（案）は市ホームページ、市
役所産業経済部分室（旧労務者会館
１階）、各支所でご覧いただけます。
▶募集期間…11月16日㈪～12月７日㈪
問 市街地活性化推進課　☎52-1525

　歳末たすけあい運動の一環として
行う、みんなで泳ぐリレー方式のス
イミングマラソン。歩きでもＯＫ！
泳げる距離でチャレンジできます。
▶日時…11月23日㈪10時～15時
▶会場…福祉の村屋内温水プール
▶参加料…150円（入場料・一部募金）
※ライフセービング体験もできます
問 久慈ライフセービングクラブ赤十字
　 奉仕団（代表：久慈）☎090-7070-6350

　保育所・認定こども園の入所申込
書や入所案内などを配布。詳しくは
広報くじ12月１日号に掲載します。
▶配布開始日…11月20日㈮
▶�配布場所…子育て支援課※在園児
分は各施設から配布
▶受付期間…12月７日㈪～22日㈫
問 子育て支援課　☎52-2169

★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

　「いわて国体」を契機とした商品
開発・販路拡大セミナーと個別相談
を開催。経済波及効果452億円とい
われる国内最大のスポーツ大会は、
ビジネスを活性化させる絶好の機会
です。受講は無料。セミナーに参加
して売れる商品を探ってみませんか。
▶日時…11月30日㈪14時～16時
　※個別訪問は12月１日㈫９時～12時
▶会場…市役所車庫棟３階・会議室
▶申込期限…11月20日㈮
問 観光交流課　☎52-2123

技能講習の受講者募集
　各講習とも定員になり次第締め切
り。証明写真１枚（30㍉×24㍉・裏
面に氏名記入）を添えて申し込みく
ださい。

▶�会場…①学科・久慈職業訓練協会
②実技・下山鉄工㈱

問 久慈労務者協会　☎53-4575

▶科名…ＯＡ実務科（受講無料）
▶�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…12月17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
▶申込期限…12月２日㈬
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　自死（自殺）によって大切な人を
失った気持ちを語り合い、共有する
交流会を開催します。電話で申し込
みが必要。匿名でも参加できます。
▶日時…11月30日㈪13時30分～15時
▶会場…久慈地区合同庁舎
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…12／４㈮10時～15時◇会場
…長内公民館２階�相談室◇相談員…
人権擁護委員（全人権相談委員）◇
連絡先…生活環境課☎54−8003
―行政相談―
◇日時…12／15㈫13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…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…12／16㈬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
―年金相談・予約制―

※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

日　　時 相談員
①12/２㈬１0:30～１５:30 長谷川博一弁 護 士

②12/９㈬１0:30～１５:30 齊 藤　 拓 弁 護 士

③12/１７㈭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。

情報

技能講習の受講者募集

固定資産税（４期）…………………………………… 11月30日
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（５期）… 11月30日
学校給食費（７期）…………………………………… 11月26日

久慈病院
☎ ５3-６１3１「糖尿病教室」のご案内

森林の仕事ガイダンス

　12 月３日～９日は障害者週間。障がいの
ある人への虐待の疑いを発見したら、社会
福祉課にご相談ください。

　岩手「道の駅」い～はと～ぶ
スタンプラリーを実施。県内の
道の駅などにある用紙に捺印し
たスタンプの数により豪華賞品
が当たる抽選に応募できます。
　全 31 駅を制覇した人全員に
完走証明書をプレゼント。また、
今回は全駅を制覇した人が応募
できる賞を新設しました。
▶�開催期間…翌年４月10日㈰ま
で※応募は４月 15 日㈮消印有効

問 岩手河川国道事務所 ☎ 019-624-3196

岩手の道の駅を回ろう！
スタンプラリーを開催

市出身の歌人「小田観螢展」

日　　時 会　場
①12/９㈬　9:30～１１:30 ハローワーク久慈
②12/９㈬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

売れる商品を開発しよう！

　

アンバーホール
・おらほーる12月 イベント

情　報

　久慈病院では、毎月第１金曜
日の13 時 30 分から14 時 30 分
まで糖尿病チームによる「糖尿
病教室」を開催しています。糖
尿病の人やご家族、生活習慣病
が気になる人など、どなたでも
無料で参加できます。
　2013 年の全国調査では、国民

　市では、市内の小・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
10月測定 ９月測定

１㍍ 0.052 0.045
50㌢ 0.053 0.045
５㌢ 0.058 0.050

問 生活環境課　☎54-8003

10 月 27・28 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

期日 イベント名 料金
11㈮
10：00~ 久慈幼稚園クリスマス会 無

12㈯
12：30~ 民謡発表会�●お 有

16㈬
18：30~

ウィーン＝ベルリン
ブラス・クインテット 有

18㈮
10：00~

住まいの復興給付金
申請相談会 無

※ 11 月５日現在。●お は、おらほーるの予定です

問アンバーホール ☎52-2700

の 5人に 1人が糖尿病もしくは
糖尿病予備軍という結果でした。
また、糖尿病の合併症により透
析治療を開始する患者さんも増
加しています。糖尿病や糖尿病
合併症の予防のため、正しい知
識を身につけて自己管理の第一
歩を始めましょう。

職業能力訓練の受講生

チャリティスイミングマラソン

問 社会福祉課　 ☎52-2119

障がい者虐待
を防ごう！　

市議会12月
定例会議

◇本会議…12月３日㈭◇一般質問…８日㈫ ・９日㈬
◇常任委員会…11日㈮◇特別委員会…14日㈪◇本会議…16日㈬
問 議会事務局　 ☎５２−２１８８

不朽の名作映画を見よう

農業用廃プラスチック回収

久慈駅前整備（案）意見募集

講習名 期間 受講料 定員
小型移動式
クレーン運転

12/15㈫
～17㈭ 31,890円 27

アーク溶接業務 １/18㈪
～19㈫ 16,770円 30

玉掛け １/20㈬
～22㈮ 25,410円 30

月日 作品名 時間

12/4㈮
めし 10:00～11:37

おかあさん 14:00～15:38

12/5㈯
浮雲 10:00～12:03
乱れ雲 14:00～15:48

市 職 員 の 懲 戒 処 分

永久選挙人名簿の縦覧

日　　時 会　場
①12/９㈬１0:00～１２:00 宇 部 公 民 館
②12/９㈬１3:30～１５:30 お ら ほ ー る
③12/１７㈭１0:30～１６:00 アンバーホール

こころサロンで思いを共有

差 押 財 産 の 公 売 会

保育所などの入所手続き

相 談 募 集

お知らせ

　市出身のソプラノ歌手・柏田ほづみさんが講演。
生徒の活動成果や、各系列の研究発表も行います。
▶日時…11 月 26 日㈭ 12 時 40 分～ 15 時 50 分
▶会場…アンバーホール

文化講演会・生徒
学習成果発表会
問 久慈東高等学校 ☎５3−43７１
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