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日本武道具製造株式会社
ミツボシ繊維工場株式会社グループ

揺るがない高い品質 !
日本のモノづくり精神
世界の武道家のもとへ

TEL:0194-75-4455
〒028-0041 岩手県久慈市長内町32地割18番1

剣道具 道着 袴

職人・内職仕事多数 !プロの育つ製造工場

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155

真心をこめた料理をお届け致します。
《各種仕出し料理承ります》
祝膳・仏膳・折詰・弁当・オードブル・寿司
（御予算に合わせてご用意させて頂きます。）
安心安全の目印「Ｓマーク」登録店

㈲野場造花仏具店
久慈市十八日町　☎52‒2010

24時間体制で受付ております

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館

仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

ちだ医院
久慈市門前37‒56‒26　☎61‒3366

小児科・内科
アレルギー科

５月７日㈯　休診
　　15日㈰　休日当番医
　　　　　　　　　　（受付17:00まで）

　　21日㈯　休診

５月のお知らせ 久慈ひまわり基金
法律事務所

営業時間　平日9：00～17：30
久慈市川崎町12‒18　YKビル1階

※要予約
TEL0194‒61‒1818

相続
破産

遺言 離婚 債務整理
成年後見 不動産登記

など何でもご相談下さい

久慈市長内町32-1-1

☎0194-53-2283

不二家久慈長内店
フ ジ ヤ サン

ケーキはやっぱり不二家だね !ケーキはやっぱり不二家だね !
焼きチーズタルト
好評発売中!!

●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

▶申込期限…５月13日㈮
問 建築住宅課　☎52-2120
問 山形総合支所産業建設課 ☎72-2129

　気軽に楽しめるマレットゴルフで
気持ちのいい汗を流しませんか。
▶日時…６月12日㈰９時～
▶会場…宇部マレットゴルフ場
▶対象・定員…小学生４年生以上の
市民・100人

▶申込期限…５月24日㈫
問 生涯学習課　☎52-2156

▶科目…ＯＡ実務科（受講料無料）
▶内容…パソコンを活用した文書処
理、計算処理及び職場実習

▶期間…６月８日㈬～10月７日㈮
▶時間…９時～15時50分
▶会場…久慈高等職業訓練校
▶定員…求職者・14人
▶申込期限…５月20日㈮まで
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　みんなで楽しく作ってみませんか。

※定員になり次第受付を終了
▶会場…やませ土風館多目的ホール
▶参加料…無料(材料費は各自負担)
問  久慈市観光物産協会　☎66-9200

　岩手県歌人クラブの赤澤篤司氏を
講師に迎え勉強会を開催します。興
味のある人は気軽にお越しください。
▶日時…５月21日㈯13時～
▶会場…中央公民館
問 久慈短歌会事務局　☎55-2714

　岩手県が認定した耐震診断士が住
宅の耐震性を確認します。
▶対象…市内に対象住宅を所有する
市税などを滞納していない人

▶対象住宅…次の全てに該当①昭
和56年５月31日以前に着工され、
増築などをしていない一戸建て住
宅②在来軸組工法で建築された木
造２階建て以下の住宅③過去に耐
震診断を受けていない住宅

▶診断費用…3,000円（費用30,850
円のうち27,850円を市が負担）

▶募集件数…10件
▶必要書類…申込書、建設年度が確
認できる書類（固定資産家屋評
価額証明書など）

▶申込期間…12月22日㈭まで
問 建築住宅課　☎52-2120

　消防法で防火管理の選任が必要な
事業所が対象の講習会。申請書は久
慈消防署・山形分署で配布します。
▶申請期間…5/12㈭まで
▶実施日…6/2㈭～３㈮
▶会場…防災センター
▶講習料…6,500円
問 岩手県防災保安協会　☎019-631-1625

　日本赤十字社では平成28年熊本
地震の義援金を募集中。庁舎募金箱
のほか下記口座で受け付けています。
▶口座名…日赤平成28年熊本地震
災害義援金

▶口座記号番号…00130-4-265072
問 社会福祉課　☎52-2119

　日本赤十字社の活動は、理念に賛
同して加入した方からいただく社資
と、広く一般の方や企業から寄せら
れる寄付金に支えられています。
　同社では５月を赤十字社員増強運
動月間とし、新規加入者や加入して
いる方からの社資を募集します。皆
さまのご協力をお願いします。
問 日赤久慈市地区（社会福祉課内）　☎52-2119

　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
ストレス解消をしてみませんか。
▶日時…５月13日㈮13時30分～
▶会場…元気の泉
問認知症の人と家族の会　☎72-2159

★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。
この
立つ

　東北財務局盛岡財務事務所では、
自らの収入で返済しきれないほどの
借金を抱え、悩んでいる人の相談に
応じています。相談は無料です。
▶相談専用電話…019-622-1637
▶受付…平日８時30分～16時30分
（年末年始、土日祝日を除く）
問東北財務局盛岡財務事務所☎019-625-3353

　願書等は久慈消防署・山形分署で
配布。書面申請受付は次のとおりで
す。詳しくはお問い合わせください。
■危険物取扱者
▶書面での申請期間…5/9㈪～17㈫
▶試験日・会場…7/2㈯・防災センター
■消防設備士
▶書面での申請期間…6/29㈬～7/7㈭
▶試験日・会場…8/27㈯・盛岡市
問 久慈広域連合消防本部　☎53-0119

　東日本大震災により被災した住宅
の新築・補修や宅地の復旧などを支
援するため、利子補給や補修等工事
費の補助を行います。
　補助内容や手続き方法など詳しく
はお問い合わせください。
▶受付期間…平成29年２月28日㈫
問 建築住宅課　☎52-2120

　婚活イベントなどの事業に補助金
を交付します。平成28年度内に実
施・完了する事業が対象です。
▶補助額…補助対象経費の10／10
以内または対象経費から本補助
金以外の収入を除いた額のいず
れか少ない額　※上限20万円

▶応募期限…５月31日㈫
問 子育て支援課　☎52-2169

　聴覚障害や手話について学び、聴
覚障害者の社会参加を支援する手話
奉仕員としての基礎的な知識を身に
つけるための養成講座です。
▶日時…５月28日㈯から全27回
　（毎回土曜日）13時30分～17時
▶会場・定員…久慈市総合福祉セン
　ター（福祉の村）など・20人程度
▶対象…18歳以上
▶参加費…テキスト代3,240円
▶申込期限…５月20日㈮
問 社会福祉課　☎52-2119

婚活イベントに補助金

熊本地震の義援金を募集

日赤の社資に協力を

多重債務相談の窓口

危険物・消防設備の国家試験

手話奉仕員になろう

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

市営住宅空きありますつるし飾りを作ろう！被災住宅の再建を支援甲種防火管理新規講習

短歌に触れてみませんか

木造住宅の耐震診断

認知症の人と家族のつどい

コース 初回 時間
初心者・2年目 5/22 ㈰ ９時～12 時  
３年目 5/22 ㈰ 13 時～15 時  
４年目以降 5/15 ㈰ ９時～15 時  

職業訓練の受講生を募集

　広報くじ４/15 号に誤りがあ
りました。正しくは以下のとお
りです。お詫びして訂正します。
▶２㌻「大型客船２隻が寄港」
　港湾・エネルギー推進課☎52-2369
　㈱岩手県北観光久慈支店☎53-5221
▶３㌻「年金相談日」
　①5/11㈬　②25㈬

お わ び と 訂 正

　平庭高原パークゴルフ場が今シーズンの営
業を開始しました。子どもからお年寄りまで
気軽に楽しめる全36ホール。皆様お誘い合
わせのうえご利用ください。

平庭高原平庭高原
パークゴルフパークゴルフ場場オープンオープン
問問 山形総合支所産業建設課　 ☎72-2129

　皆様のご来場をお待ちしています。
▶日時…５月14日㈯10時～12時
▶会場…やませ土風館
▶内容…血圧・血流測定、ハンドマッサージなど

看護の日イベント看護の日イベント
まちの一日保健室まちの一日保健室
問 保健推進課　☎61-3315問 保健推進課　☎61-3315

市民マレットゴルフ大会

募 集
お知らせ

▶日時…５月21日㈯10時～12時30分
▶会場…やませ土風館
▶その他…入場無料、定員60人

地域課題解決地域課題解決
ビジネスビジネス普及普及セミナーセミナー
問 北さんりく創研　☎53-3808問 北さんりく創研　☎53-3808

全国闘牛久慈大会全国闘牛久慈大会
ＰＲ動画を公開中ＰＲ動画を公開中
問問山形総合支所産業建設課 ☎72-2129

　６月 12 日に行われる「全国闘牛サミット
in 久慈大会」のＰＲ動画２本（短編・長編）を、
久慈市ＨＰ上の「久慈市公式 YouTube チャ
ンネル」で公開中です。ぜひご覧ください。


