
　久慈・二戸地区の住民を対象に、
復興の現場見学会を開催します。
▶日時…６月25日㈯13時30分～
▶見学場所…①前浜地区海岸防潮堤
建設工事（野田村）②東日本大震
災モニュメント・ケルン・鎮魂の鐘
と光③久慈国家石油備蓄基地④久
慈地下水族科学館「もぐらんぴあ」
▶定員…40名
▶申込期限…６月17日㈮
問 県北広域振興局経営企画部　☎53-4981

　芸術文化の創造と発展をイメージ
させる「岩手芸術祭」のテーマを募
集します。
▶応募資格…岩手県民、岩手県出身
または岩手県に本籍がある人
▶応募方法…次の事項を明記し、は
がき、メールまたはファクスで応
募①応募テーマ（５点以内）②氏
名、ふりがな③年齢④性別⑤職業
（学生の場合は学校名と学年）⑥
住所⑦電話番号
▶応募先…①郵送／〒020-0023　
盛岡市内丸13-1　第69回岩手芸
術祭実行委員会事務局テーマ募集
係②メール／ geijyutsu69@iwate-
bunshin.jp ③ FAX／019-625-3595
▶表彰…①優秀作／賞状及び賞金
２万円②佳作／賞金５千円
　※中学生以下の場合は図書カード
▶応募期限…５月31日㈫
問岩手県文化振興事業団　☎019-654-2235

　６月１日㈬から７日㈫までの水道
週間に合わせて、下記日程で白山浄
水場を一般公開します。お気軽にお
こしください。
▶日時…６月５日㈰９時～15時
問 水道事業所　☎52-2189

▶日時…６月５日㈰８時30分～15
時（雨天決行）
▶会場…陸上自衛隊岩手駐屯地
▶内容…音楽隊による演奏、戦車の
体験搭乗、装備品展示など
問陸上自衛隊岩手駐屯地☎019-688-4311

　懐かしの着物や帯、洋服からリメ
イクした小物を多数展示します。お
気軽にお越しください。
▶日時…5月21日㈯・22日㈰10時～
15時
▶会場…長内公民館（2階）
問 かんたんリメイク展事務局☎53-5160

　平成28年４月１日以降に生まれ
た乳幼児の生後１歳に至るまでの間
に接種するＢ型肝炎ワクチンの接種
料金が、平成28年10月から無料に
なります。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問 保健推進課　☎61-3315

　ポールを持って野山を歩く「ノル
ディックウォーキング」の体験教室
を開催。用具は無料で貸し出します。
▶日時…５月28日㈯13時～
▶会場…平庭高原（会場までは市民
体育館からバスで移動）
▶定員…市民25人（参加費無料）
▶申込期限…５月27㈮
問 市民体育館　☎61-3353

◇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…６／１㈬10時～15時◇会場
…長内公民館（２階・相談室）◇相
談員…全人権擁護委員◇連絡先…生
活環境課☎54‒8003

―行政相談―
◇日時…６／21㈫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…６／15㈬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…６／24㈮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…①６／８㈬②22㈬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
―福祉の資格、仕事の相談・予約制―

◇申し込み…岩手県福祉人材セン
ター☎080‒1651‒6203（公用携帯）

　昼場沢遺跡の発掘調査の現地説明
会を開催します。なお出土品の「八

はち

稜
りょう

鏡
きょう

」はパネル展示となります。
▶日時…５月21日㈯11時～12時（少
雨決行・長靴をご持参ください）
▶場所…久慈市総合福祉センター
（福祉の村）となり
問 文化課  郷土文化係　☎52-2700

　６月１日現在で市の永久選挙人名
簿人に新たに登録された人の氏名な
どを記載した書面の縦覧を行います。
▶期間…６月３日㈮～７日㈫８時30
分～17時
▶場所…市選挙管理委員会事務局
（市役所１階）
問 市選挙管理委員会事務局　内線472

　自死（自殺）によって大切な人を
失った気持ちを語り合い、支え合う
交流会「こころサロン」を開催しま
す。開催日の３日前までに電話で申
し込みが必要。匿名での参加も可。
▶日時…5月23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

　

★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

日  時 相談員

①６/８㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

②６/16㈭10:30~15:30 松 岡 佑 哉弁護士

③６/22㈬10:30~15:30 上 山 信 一弁護士

―法律相談・予約制―
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学校給食費（１期）…………………………………… ５月26日
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募 集
「総合診療科」開設のお知らせ

Ｂ型肝炎ワクチンの無料化

　

アンバーホール
・おらほーる６月 イベント

情　報

　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
４月測定 ３月測定

１㍍ 0.050 0.050
50㌢ 0.055 0.050
５㌢ 0.060 0.055

問 生活環境課　☎54-8003

４月 27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
19㈰
14:00～ 演劇「ヘレン・ケラー」有

26㈰
13:30～ 股旅・舞踊　特別公演 有

※５月９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
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遺跡の説明会

　

白山浄水場を一般公開

日  時 会　場
①６/８㈬９:30~11:30 ハローワーク久慈
②６/８㈬13:30~15:00 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

岩手駐屯地を一般公開

国体開閉会式の
観覧者募集！

　応急手当や心肺蘇生法、ＡＥＤの
使用方法などを学ぶ講習会です。
▶内容…普通救命講習Ⅰ
▶日時…６月５日㈰９時～12時
▶会場…防災センター
▶対象…中学生以上30人
▶申込期限…６月３日㈮
問 久慈消防署　☎53-0119

　町内会やボランティア団体が地域
で行うボランティア活動を支援しま
す。応募方法など詳しくはお問い合
わせください。
▶対象…７月１日から平成29年３
月31日までに行う、住民の生活
支援や子ども達が参加するボラン
ティア活動
▶補助額…１万円～10万円
問 久慈市社会福祉協議会　☎53-3380

４月１日付けで、清水頭クニ子さん（山
形町川井）が法務大臣から人権擁護委
員に委嘱（再任）されました。

こころサロンを開催

着物・洋服のリメイク展

ノルディックの体験教室

応急手当てを学ぼう！

ボランティア活動を支援

　総務省と経済産業省は６月１日
現在で、「平成 28 年経済センサ
ス－活動調査」を実施します。全
国の全ての事業所及び企業が対象
になります。
　５月下旬より
統計調査員が全
ての事業所及び
企業へ、調査の
お願いに伺いま
すのでご協力を
お願いします。
問地域づくり振興課　☎ 52-2116 

平成 28年度

教育委員
会議の予定

▶日時…５月 28 日㈯ 17 時 50 分・久慈駅発
▶会場…ひろのまきば天文台（大野線で移動）
▶定員…先着 20 人（申込締切　５月 26 日）
▶料金…入館料 210 円＋往復のバス料金

路線バス大野線でいく路線バス大野線でいく

ひろの星空教室ひろの星空教室
問 地域づくり振興課　☎52‒2116

▶日時…５月 24 日㈫ 13 時 30 分～
▶会場…市役所３階・第１会議室
※傍聴可。日程は変更する場合あり

問 教育総務課
 　☎52‒2154

　久慈病院では本年度から総合
診療科を開設しました。
　総合診療科では、内科系の特
定の臓器・疾患に限定せず、さ
まざまな視点から診療を行いま
す。次のような患者さんが診療
の対象になります。①症状が多
く、診療科が決められない人②

複数の病院や診療科に通院して
いて、薬の種類が多く、すっき
りとしない症状の人③漢方治療
を希望する人
　診療日等は以下のとおりです。
▶診療日…月～金曜日
　※毎月第４木曜日は休診
▶受付時間…午前 11 時まで

平成 28 年度全国水道週間スローガン平成 28 年度全国水道週間スローガン

「じゃ口から安心とどけ未来まで」「じゃ口から安心とどけ未来まで」

2016.5.15号　２

　10月に開催される希望郷いわ
て国体、希望郷いわて大会開閉
会式の観覧者を募集中。開閉会
式には著名人も出演予定。詳し
くは、いわて国体ＨＰをご覧く
ださい。申込用紙は市役所や各
支所、公民館等にもあります。

▶会場…北上総合運動公園北上
陸上競技場（北上市）
▶申込期限…６月 30 日㈭
　※申込多数の場合は抽選
問県実行委員会事務局☎ 019-653-5080

【国体】総合開会式・有料
10月１日㈯　11:00開演
【国体】総合閉会式・無料
10月11日㈫　13:00開演
【大会】総合開会式・無料
10月22日㈯　８:50開演
【大会】総合閉会式・無料
10月24日㈪　15:00開演

久慈病院
☎ 53-6131

３　広報くじ№245


