
●広告掲載に関する問い合わせは
㈱レーベル ' ホールディングス（☎ 52‒0041）まで

♥ご結婚おめでとう （　）内は旧姓

１／１６〜２／１５届け出分（敬称略）

★お誕生おめでとう （　）内は保護者名

♦お悔やみ申し上げます （　）内は年齢

～３月予防接種特別日程のお知らせ～

　★診察券・母子手帳・予診票等、お忘れ物の
　　 ございませんよう、宜しくお願い致します。

～３月休診日のお知らせ～
３/７㈪・３/19㈯　休診

３/26㈯　14：30～16：30
予防接種のみの受付

久慈ひまわり基金
法律事務所

債務整理

成年後見 不動産登記

相続

破産

遺言 離婚

など何でもご相談下さい

営業時間　平日： ～ ：
久慈市川崎町 　YKビル1階

※要予約
TEL

診療案内   

久慈市長内町24-98-2
☎ 0194-75-3722

　病児保育室を
　開設しております。

休診日： 水曜・祝日

（　　）3/19㈯・20㈰臨時休診
3/21㈪
当番医

　沖縄の演舞団体「てぃんぬむい」
が琉球空手、琉球舞踊、ダンスなど
ダイナミックな伝統芸能を披露。演
舞後、沖縄文化体験講座も行います。
▶ 日時…３月８日㈫17時45分〜18

時15分　※申込不要、入場無料
▶会場…やませ土風館多目的ホール
問 久慈市観光物産協会　☎66-9200

　これまで宇部郵便局で行っていた
郵便物・ゆうパックの配達・集荷な
どの業務は、３月22日から久慈郵便
局が担当します。宇部郵便局の窓口
サービスや取扱時間などは変わらず、
従来どおりご利用になれます。
問 久慈郵便局　☎53-3660

　市は次の施設の管理・運営を市に
代わって行う指定管理者を指定しま
した。指定期間は平成28年４月１
日から平成33年３月31日まで。詳し
くは各担当課に問い合わせください。

問 財政課　☎52-2113

　３月１日㈫から７日㈪までの間、
春の全国火災予防運動を実施。期間
中は住宅や事業所などへの防火指導
を行いますので協力をお願いします。
■ご自宅での防火習慣

問 久慈消防署　☎53-0119

　職場・学校・家庭のことなど、悩
んでいる人の相談に無料で応じます。
一人で悩まず気軽にご利用ください。
▶日時…３月６日㈰９時〜17時
▶相談ダイヤル…☎019-629-7070
問 岩手県臨床心理会 ☎0198-24-1721

　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…３月14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

　認知症の人と、その介護をされて
いるご家族を対象に交流会を開催し
ます。参加費は無料。仲間づくりや
ストレス解消してみませんか。
▶日時…３月11日㈮13時30分〜
▶会場…元気の泉
問 認知症の人と家族の会　☎72-2159

▶ 受験資格…①昭和61年４月２日
〜平成７年４月１日生まれ②平成
７年４月２日以降生まれの大学卒
業者（見込み含む）か、大学卒業
同等の資格があると認められる人

▶申込期間…４月１日㈮〜13日㈬
　※ 原則、インターネット申し込み、

資料の請求は久慈税務署まで
▶１次試験日…５月29日㈰
問 仙台国税局 ☎022-263-1111 内線3236

　日本赤十字社では、２月６日に発
生した台湾地震の救援活動を支援す
る救援金を募集しています。
　救援金は、社会福祉課窓口で受け
付けるほか、各支所に募金箱を設置
中。皆さんのご協力をお願いします。
▶受付期限…３月15日㈫
問 社会福祉課　☎52-2119

　市では、将来、看護師の業務に従
事しようとする人に奨学金を貸し付
けます。大学・看護学校を卒業後、
市内の医療機関や施設で貸し付けを
受けた期間に相当する期間、看護師
として勤務した場合、貸付金の返還
が免除されます。詳しくはお問い合
わせください。
▶ 対象…次の全てに該当①大学・看

護学校等に在学②同様の資金貸し
付けを受けていない③本人または
保護者が市内に住所を有する

▶貸付金額…月額８万円を限度
▶募集期限…３月23日㈬
問 保健推進課　☎61-3315

★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

このページでは、暮らしに役
立つ情報をお知らせします。

　生活関連物資16品目の店頭価格
調査や、消費生活に関する情報・意
見を提供するモニターを募集します。
▶定員…市内在住の20歳以上・10人
▶期間…４月１日から２年間
▶申込期限…３月22日㈫
問 生活環境課　☎54-8003

　申込方法や受験資格など、詳しく
は人事院ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。

※インターネットで申し込み
問 人事院東北事務局　☎022-221-2022

▶申込期限…３月15日㈫
問 建築住宅課　☎52-2120
問 山形総合支所産業建設課　☎72-2129

　市では、次の計画の見直しにあた
り、皆さんの意見を募集しています。
詳しくは市ＨＰをご覧ください。
■久慈市スポーツ推進計画
▶計画期間…平成28〜32年度
▶ 閲 覧 場 所 …生涯学習課（市役所３

階）、市民体育館、総合支所、各支所
▶募集期限…３月14日㈪
■久慈市社会教育行政中期計画
▶計画期間…平成28〜32年度
▶ 閲覧場所…生涯学習課（市役所３

階）、各地区公民館、図書館、文化課
▶募集期限…３月８日㈫
問 生涯学習課　☎52-2156

　下水道事業の基本設計のため、現
地調査を行います。身分証明書を携
帯した委託業者が私有地に立ち入る
こともありますので、ご理解とご協
力をお願いします。
▶調査期間…３月１日㈫〜30日㈬
▶ 調査地域…天神堂、源道、川貫、

上長内、中長内、新長内、田高
問 下水道課　☎52-2152

市営住宅空きあります

看護師志望者に奨学金

国税専門官(大学卒業程度)

市消費生活モニター

国家公務員の採用試験

計画への意見を募集中

住宅名 戸数 家賃(月額・円)
萩ケ丘地区住宅① １ 　3,400 〜　5,100
萩ケ丘地区住宅② １ 　3,800 〜　5,700

認知症の人と家族のつどい

命と財産を守る防火対策を

募 集
台湾地震救援金を募集

お知らせ

郵便配達の担当局が変更

沖縄の伝統芸能を披露

　東日本大震災からの復興への祈りを込め、
花の種が付いた風船を空に飛ばしましょう。
▶日時…３月12日㈯14時〜15時
▶会場…巽山公園　※参加無料、申込不要

久慈市を花で彩ろう！

下水道の調査にご協力を

問 久慈市社会福祉協議会
　 ☎53-3380

３施設の指定管理者を指定

相談多重債務の
無料電話相談

▶受付時間…平日８時30分〜16時30分
▶相談ダイヤル…☎019-622-1637

問 東北財務局盛岡財務事務所　☎ 019-625-3353

試験名 受付期間 １次試験
総合職試験

（院卒・大卒）
4/1㈮〜11㈪ 5/22 ㈰

一般職試験
（大卒）

4/8㈮〜20㈬ 6/12 ㈰

一般職試験
（高卒）

6/20㈪〜29㈬ 9/4 ㈰

こ こ ろ の 電 話 相 談

こころサロンで思いを共有

　①寝たばこは絶対やめる
　② ストーブは、燃えやすいもの

から離れた位置で使用する
　③ ガスコンロなどから離れる

ときは、必ず火を消す

■夏井農村地域交流館
▶指定管理者…川代地区振興会
▶担当課…農政課　☎52-2121
■久慈市勤労青少年ホーム
▶ 指定管理者…特定非営利活動法

人やませデザイン会議
▶担当課…商工振興課　☎75-3891
■久慈市観光交流センター
▶ 指定管理者…【代表団体】一般社

団法人久慈市観光物産協会、【構
成団体】株式会社街の駅・久慈

▶ 担当課…市街地活性化推進課　
☎52-1525

▶日時…３月12日㈯15時開演
▶会場…盛岡市民文化ホール
　※入場無料、整理券は発行しません

第30回陸上自衛隊岩手駐屯地音楽隊

定期演奏会
問 岩手駐屯地指令業務室　☎019-688-4311

おわびと訂正 　広報くじ２月 15 日号の内容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。
３㌻「認定こども園 事業者募集」の応募期限…３月 18 日㈮
４㌻「全血献血（盛岡東京電波）」の時間…14:30～16:00
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