
モニター

　３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。
▶�期間…３月３日㈭～７日㈪８時30
分～17時
▶�会場…市選挙管理委員会事務局
（市役所１階・第３会議室）

問 選挙管理委員会事務局 ☎内線472

　２月22日の「行政書士記念日」に
合わせて、暮らしに役立つ行政手続
きの無料電話相談会を開催します。
▶日時…２月22日㈪10時～15時
▶�相談内容…相続・遺言、各種許認
可申請、外国人在留資格など
▶相談ダイヤル…☎019-623-1555
問 岩手県行政書士会 ☎019-623-1555

　賃金、解雇、パワハラなど、労働
者と事業主間の相談に応じます。
▶日時…３月６日㈰13時～16時
▶�会場…久慈地区合同庁舎　※予約
優先（電話予約可）

問 県労働委員会事務局 ☎0120-610-797

　相続、借金、家族などの悩みを抱え
た女性のために、女性司法書士が無
料で相談に応じます。予約不要です。
▶日時…３月５日㈯10時～16時
▶相談ダイヤル…☎0120-823-815
問 岩手県司法書士会 ☎019-622-3372

　会員登録制でお相手検索、お見合
いなどを行う、おでかけ「ⅰーサポ」
を久慈で定期開催します。
▶�開設日…２月28日㈰12時～15時
　※予約制、４月～12月まで毎月開催
▶会場…中央公民館３階小会議室
▶ 対象…県内に在住または勤務する
20歳以上の独身者
▶登録料…１万円（２年間有効）
問 ⅰーサポ宮古　☎0193-65-7222

　市では、経済的理由により就学が
困難な小・中学生の保護者を対象に、
学用品や修学旅行、学校給食などの
費用を援助しています。援助を受け
るには、保護者等の収入が一定の基
準未満などの要件があります。
　平成28年度の申請を希望する人は
各学校に申し出てください。

問 教育総務課　☎52-2154

　県では、生活の安定や子どもの進
学に必要な資金を無利子や低利子で
貸付中です。申請にはマイナンバー
が必要。手続きに１カ月程度かかり
ますので、早めにご相談ください。
▶�対象…母子・父子家庭や寡婦、父
母のいない児童

問 子育て支援課　☎52-2169

　

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）

　体に負担をかけない歩き方や、筋
力を保つトレーニング方法などを指
導します。参加は無料です。
▶�日時…３月２日㈬①10時～12時②
14時～16時　※どちらかを選択
▶会場…市民体育館・サブアリーナ
▶�持ち物…動きやすい服装、上履き、
タオル、飲み物
▶申込期限…２月26日㈮
問 生涯学習課　☎52-2156

　高齢者講座「白樺大学」の閉講式
と全体学習会を開催。平安時代後期
のものとみられる古代の鏡像が発掘
された昼場沢遺跡についての講演を
行います。
▶日時…２月26日㈮10時～
▶会場…久慈市総合福祉センター
▶定員…100人　※参加無料
▶申込期限…２月22日㈪
問 久慈市社会福祉協議会 ☎53-3380

▶ 日時…２月28日㈰９時～12時※ア
ンバーホール正面からバスで移動
▶ 見学場所…久慈琥珀博物館～市歴
史民俗資料室
▶�定員…市内の小中学生20人※参加
無料、小学校１～３年生は保護者同伴
▶申込期間…２月17日㈬～24日㈬
問 文化課郷土文化係　☎52-2700

★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

　平成29年度から認定子ども園を
設置・運営する事業者を募集します。
提出書類など、詳しくはお問い合わ
せください。
▶�募集施設…幼保連携型認定こども
園（定員規模70人）
▶応募期限…３月15日㈫
問 子育て支援課　☎52-2169

　総務省では、10月18日の「統計の
日」を周知するための標語を募集し
ています。入選作品は表彰するほか、
ポスターや各種広報などに活用。応
募方法など、詳しくは総務省統計局
ＨＰをご覧ください。
▶�部門…小学生、中学生、高校生、
一般など６部門※一人５作品まで
▶応募期限…３月31日㈭

問 地域づくり振興課　☎52-2116

　市では、来年度に実施する空き家
調査の準備として、空き家と思われ
る物件の場所の確認作業を行政連絡
区長の皆さんに依頼します。
　確認期間中、所有者の立ち会いな
どは不要ですが、ご理解とご協力を
お願いします。
▶確認期間…３月１日㈫～４月28日㈭
問 都市計画課　☎52-2151

　３月１日～７日は建築物防災週間
です。特に防災対策が必要な建築物
を中心に、安全管理の状況などの確
認や指導を行います。
　期間中は、振興局土木部で地震や
火災など建築物の防災相談を受け付
けます。気軽にご利用ください。
問 県北広域振興局土木部 ☎53-4990

◇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…３／15㈫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（小上
眞理子委員）◇連絡先…生活環境課
☎54−8003
―行政相談―
◇日時…３／８㈫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…３／16㈬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
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…３／24㈭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
―年金相談・予約制―
◇日時…①３／９㈬②23㈬10時30

日　　時 相談員
①３/３㈭１0:30～１５:30 山 口 研 介 弁 護 士

②３/９㈬１0:30～１５:30 齊 藤　 拓 弁 護 士

③３/１７㈭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

就学援助の申請受付中

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（８期）… ２月29日

久慈病院
☎ ５3-６１3１転倒防止について

永久選挙人名簿の縦覧

日　　時 会　場
①３/９㈬　9:30～１１:30 ハローワーク久慈
②３/９㈬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

認定こども園　事業者募集

　

アンバーホール
・おらほーる ３月 イベント

情　報

　高齢者の５人に１人は、年に１
回は転倒しているそうです。
　寝たきり状態になる原因の第４
位は転倒・骨折によるもの。転倒
して救急車で搬送された高齢者の
約半数は、脚の骨や背骨などを骨
折しています。
　転倒を予防するためには、正し

　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、0.04～0.05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
１月測定 12 月測定

１㍍ 0.045 0.055
50㌢ 0.050 0.055
５㌢ 0.050 0.055

問 生活環境課　☎54-8003

１月 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
５㈯
14：00~

第１回SAGAピアノ教室
発表会 無

11㈮
18：30~

復興応援「その日が来るまで」
南こうせつコンサート 有

20㈰
14：00~

絵本コンサート「はなちゃんの�
はやあるき�はやあるき」 有

26㈯
14：00~ 第11回 SWISS�WEEK 有

※２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

３／１～　建築物防災週間

ウォーキング教室「歩く人。」

市議会３月
定例会議

◇本会議…２／２6㈮◇一般質問…３／８㈫ ・９㈬◇常任委員会…
３／10㈭◇予算特別委員会…３／14㈪～16㈬◇本会議…３／1８㈮
問 議会事務局　 ☎５２−２１８８

結婚相談は「ⅰ－サポ」で

白樺大学の「全体学習会」

女性のための無料法律相談

暮らしと事業の電話相談会

歴史体験バスツアー

ひとり親や寡婦への資金貸付

い歩き方、杖やシルバーカーなど
の補助具の使用、足に適合した履
物を履くことが大切です。
　最近では、入院中の患者さんの
転倒が増えています。入院にあ
たっては、スリッパやサンダルで
はなく、かかとのある履き慣れた
靴を用意しましょう。

　県政に関するアンケートに回答する 20
歳以上のモニターを募集中です。任期は４
月から２年間で、記念品を年１回贈呈。詳
しくはお問い合わせください。

希望郷いわて
モニターを募集
問 県広聴広報課　☎019-629-5281 恋活 　恋活のためのコミュニケーションを学ぶ

セミナーを開催します。
▶日時…３月27日㈰14時～
▶会場…久慈グランドホテル　※参加無料

恋活セミナー
で学ぼう
問 久慈商工会議所 ☎52-1000

　

　女性活躍推進法に基づきパー
ト・契約社員を含む301人以上
の労働者を雇用する事業主は、
平成28年４月１日までに自社
の女性の活躍状況を把握・分析
したうえで行動計画を策定し、
情報公開を行う必要があります。
　300人以下の労働者を雇用す
る事業主は努力義務となります
が、積極的な取り組みをお願い
します。
※�厚生労働大臣の認定取得、助
成金の制度があります。詳し
くはお問い合わせください。

問 岩手労働局雇用均等室
　 ☎019-604-3010

女性が活躍する職場づくりを
女性活躍推進法が成立

○�すでに援助を受けている人も申請
が必要です
○�申請は随時受付。認定された場合、
援助は申請月から対象になります

空き家の場所を確認します

無 料 労 働 相 談 会

「統計の日」標語を募集

平成27年度「統計の日」標語（特選）
統計を 今に活かして 未来につなぐ

お知らせ

募 集
相 談
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