
　

　自主的に介護予防に取り組むリー
ダーの養成講座を開催します。
　いろいろな介護予防プログラムを
実技で学びながら、わんつかっこ（少
し）活動しませんか。
▶�日程…２月３日㈬～３月30日㈬ま
での隔週水曜日13時30分～15時30
分（５日間）　※受講無料
▶会場…元気の泉ほか
▶�対象…50歳以上でおおむね全日程
の受講が可能な人
▶申込期限…１月28日㈭
問�地域包括支援センター ☎61-1557

　介護・福祉関係の仕事を希望する
求職者などを対象に施設見学会を開
催。実際に現場を見るチャンスです。
▶日時…１月26日㈫10時～15時
▶�見学事業所…山形福祉会、みちの
く大寿会（バスで送迎します）
　※�現地集合、いずれかの事業所の
みの見学も可

▶申込期限…１月22日㈮
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　久慈法人会では、地域への貢献と
して、ＡＥＤの操作や一次応急処置
を学ぶ上級救命講習会を開催します。
▶�日時…１月23日㈯９時～18時（新
規講習８時間、再講習４時間）
▶会場…市防災センター��※参加無料
▶申込期限…１月22日㈮
問 久慈法人会　☎52-2273

　メニュー選びから買い物、調理な
ど、一から全て体験して学べる、初
心者にも “ おひとりさま ” にもおす
すめの教室です。
▶�日時…２月１日㈪～３月22日㈫ま
でのおおむね毎週月曜日（８日間）
10時～13時
▶会場…元気の泉
▶対象…65歳以上の男性12人程度
▶参加費…各回300円程度（材料費）
▶申込期限…１月28日㈭
　　女性ボランティアも募集中　

問�地域包括支援センター ☎61-1557

　生活相談員兼事務員を１人程度募
集します。
▶�受験資格…次の全てに該当する人
①平成28年３月１日現在で55歳未
満②社会福祉主事任用資格を持つ
者（三科目主事を除く）③採用日まで
に普通自動車運転免許を持つ者
▶�試験日時・会場…１月31日㈰10時
試験開始・ぎんたらす久慈
▶申込期限…１月27日㈬※消印有効
▶�申込方法…申込用紙は下記で配布
します。郵便請求する場合は、下
記まで問い合わせください。
介護員などの臨時職員も募集中

問 久慈市社会福祉事業団 ☎61-3313
　 〒028-0014久慈市旭町7-105-10

　

…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）

▶日時…２月６日㈯10時～15時
▶会場…やませ土風館
▶�対象…収入が給与や公的年金のみ
で、還付申告となる人
▶�持参するもの…①源泉徴収票②保
険などの控除証明書③社会保険 ･
医療費の領収書④印鑑⑤還付先の
口座番号の控え

問 東北税理士会久慈支部 ☎53-5879

　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
口でご確認ください。
▶�日時…１月28日㈭開場10時、公売
開始13時15分　※受付が必要
▶会場…市役所車庫棟３階会議室
▶�公売物品…テレビ、ＤＶＤプレー
ヤー、オイルヒーターなど
▶�必要なもの…購入代金、身分証明
書、印鑑、代理参加の場合は委任状

問 収納対策課　☎52-2368

　市の文化財をホームページで閲覧
できるシステム「久慈市文化財アー
カイブ」の取り組みの成果発表と、
郷土史に関する講演会を開催します。
▶日時…２月６日㈯13時30分～16時
▶会場…アンバーホール視聴覚室
問  久慈文化遺産活用地域活性実行委

員会（インフォコム内）　☎75-3640

★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

　市では、国民健康保険・後期高齢
者医療制度の被保険者が人間ドック
を利用した場合、検査料の一部を助
成しています。対象要件や手続きな
ど詳しくはお問い合わせください。
▶�助成金額…人間ドック検査料の１
／２（上限30,000円）

問 市民課国保係　☎52-2118

　高齢者が製作した木工品や陶芸、
手芸、竹細工などの展示即売会を開
催します。ぜひご来場ください。
▶�日時…①２月６日㈯11時～15時②
７日㈰10時～14時
▶会場…久慈市総合福祉センター
問 久慈市社会福祉協議会 ☎53-3380

　「天台寺銅鐘から見えてくる久慈
の歴史」と題して九戸歴史民俗の会・
弥藤邦義氏が講演します。
▶日時…１月27日㈬16時～
▶�会場…ロイヤルパークカワサキ
　※��講演会終了後に交流会を開催し

ます（会費4,000円）
問 久慈法人会・久慈間税会  ☎52-2273

　市では、住宅地などの雪捨て場を
久慈職業能力センターグラウンドに
用意しました。出入口は堤防側です。
▶期間…１月20日㈬～３月31日㈭
▶搬入時間…９時～17時
■排雪する時のお願い
①�最徐行・後方確認を徹底ください
②雪以外は捨てないでください
③大型車両での利用はご遠慮ください

※�雪捨て場は大変危険ですので、敷
地内で遊ばないでください

問 土木課　☎52-2124

◇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…２／９㈫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（間加
壽子委員）◇連絡先…生活環境課☎
54−8003
―行政相談―
◇日時…２／16㈫13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所東
側）◇相談員…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…２／17㈬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―
◇日時…①２／８㈪②24㈬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
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…２／25㈭10時～15時◇会場

日　　時 相談員
①２/４㈭１0:30～１５:30 山 口 研 介 弁 護 士

②２/１0㈬１0:30～１５:30 齊 藤　 拓 弁 護 士

③２/１８㈭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

高齢者の作品を展示即売

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（７期）… ２月１日

学校給食費（８期）…………………………………… １月26日

久慈病院
☎ ５3-６１3１役立つ情報満載！健康講演会

わんつかっこリーダー養成講座

　４月から、ゆうちょ銀行やコンビニエンス
ストアでも市税などを納付できるようになり
ます。詳しくは２月１日発行「くじ市税だより」
をご覧ください。

　農業委員会等に関する法律の
改正により、農業委員の選出方
法が変更。選挙制などから市町
村長の任命制になりました。
　これに伴い、新たに選出され
る農業委員と、新設された農地
利用最適化推進委員の候補者を
募集します。
▶�募集定数…農業委員15人、農
地利用最適化推進委員15人

▶�委員の要件…農業に関する識
見を有する人

▶応募方法…推薦・公募による
▶�任期…平成 28 年４月１日～
平成31年３月31日（３年間）

▶�募集期限…２月15日㈪まで
問 農業委員会事務局 ☎ 52-2159

農業委員、農地利用最適化
推進委員を募集

日　　時 会　場
①２/10㈬　9:30～１１:30 ハローワーク久慈
②２/10㈬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

人間ドック検査料を助成

　

アンバーホール
・おらほーる ２月 イベント

情　報

　健康に役立つ情報満載の市民公
開健康講演会を開催。講演終了後
は健康相談も行います。
▶�日時・会場…２月17日㈬13時 30
分～・アンバーホール※入場無料

▶演題・講師…①「岩手の、久慈地
　域の周産期医療の現在とこれか
　ら」・久慈病院産婦人科長　秋元
　義弘先生　②「治療後のメンテ

　市では、久慈市役所と山形総
合支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、0.05～0.06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
12月測定 11 月測定

１㍍ 0.055 0.055
50㌢ 0.055 0.055
５㌢ 0.055 0.065

問 生活環境課　☎54-8003

12 月 18 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
13㈯
10：00~

市民生涯学習のつどい
（ステージ発表、作品展示など）無

14㈰
12：30~

久慈市民大会
（表彰、講演など） 無

17㈬
13：00~ 市民公開健康講演会 無

26㈮
10：00~

住まいの復興給付金
申請相談会 無

※１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

雪捨て場ご利用ください

所得税の還付申告無料相談

問 収納対策課　☎52-2368

市税などの
納付が便利に

社会福祉事業団の職員募集

65歳からの「男の自炊」教室

▶日時…１月 21 日㈭ 13 時 30 分～ 16 時 15 分
▶会場…アンバーホール
▶�内容…復興や健康づくりに関する基調講演・特
別講演・活動報告、紙芝居、ふだい荒磯太鼓

いきる支援セミナー
こころのケアと地域づくり

差押財産を公売します

上 級 救 命 講 習 の ご 案 内

介護・福祉施設の見学会

公 開 郷 土 史 講 演 会

問 久慈保健所　☎５3−49８７

久慈法人会の新春講演会

ナンスの重要性について」・鳥谷
医院歯科　鳥谷恭右先生　③「赤
ちゃんからおとなまで、こんなに
変わった食物アレルギーの考え
方：意外な発症メカニズム、この
症状はアレルギー？信頼できる検
査とは、除去だけではない最近の
治療」・もりおかこども病院副院
長　佐々木美香先生

　水道の水圧不足を解消するために設置する加圧
ポンプの設置・更新に必要な経費を補助します。
対象要件など、詳しくはお問い合わせください。
▶補助額…必要経費の１／２　※上限 10 万円

給水用加圧ポンプ
設置に補助金
問 生活環境課　☎５4−８003

相 談

お知らせ

募 集

久慈川→

281
久慈地区合同庁舎

上の橋 中の橋

至 久慈中学校

雪捨て場
（久慈職業能力センターグラウンド）

←
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