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関上こども
クリニック

久慈市長内町24-98-2
☎0194－75－3722

小児科・アレルギー科・内科診療案内

休診日：水曜・祝日
病児保育室を
開設しております。（　　　　　　） 6/19㈰

臨時休診
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

６月４日㈯は
　休診となります。

６月のお知らせ 高齢者向け配食サービス
おいしくバランスのとれた

お食事をご自宅までお届け致します

配食センターなごみ
久慈市長内町21‒2　☎53‒5225

営業許可証　岩手県指令第4301‒10号

おかず・ごはん・味噌汁
1食500円（税込）

和食中心で懐かしい
家庭の味が特徴です。 ※きざみ、お

　かゆ、減塩、
　アレルギー
　等個別対応

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

●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

★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

　岩手弁護士会ではＤＶやストー
カー、セクシャル・ハラスメントな
ど女性に関わる相談を電話で受け付
ける無料法律相談「女性の権利110
番」を実施します。
▶日時…６月24日㈮10時～16時
▶専用電話…019-625-1171
問 岩手県弁護士会　☎019-651-5095

　平成28年度の市民芸術文化祭の
一環として、久慈書道協会展を開催。
出展者の力作をぜひご覧ください。
▶期間…６月24日㈮～26日㈰
▶会場…アンバーホール３階展示室
▶入場料…無料
問  久慈書道協会事務局　☎52-3993

　県介護支援専門員実務研修受講試
験を実施します。申込書は元気の泉、
社会福祉課及び山形福祉室で配布中。
詳しくはお問い合わせください。
▶日時…10月２日㈰10時～
▶申込期間…６月22日㈬～７月６日㈬
問 いきいき岩手支援財団　☎019-626-0196

　平成29年３月の高等学校卒業予
定者を対象とした求人受付が６月
20日㈪から始まります。申込方法
など詳しくはお問い合わせください。
　高校生の地元定着のため、早期の
求人申込みをお願いします。
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　６月はＨＩＶ検査普及期間です。
感染の有無は血液検査を受けなけれ
ばわかりません。久慈保健所ではＨ
ＩＶ検査を毎月第２火曜日に実施し
ています。匿名・無料で受けられま
すのでお気軽にご利用ください。
問 久慈保健所　☎53-4987

　離婚や養育費など日常生活の悩み
や困っていることへ弁護士が無料で
相談に応じます。
▶日時…６月22日㈬10時～15時
▶会場…久慈地区合同庁舎
▶対象…ひとり親家庭、寡婦など
※事前に予約が必要です
問 県北広域振興局保健福祉環境部　☎53-4982

　市では、町内会などの団体が実施
する地域づくり活動を支援するため、
「地域コミュニティ振興事業」「コ
ミュニティ活動備品整備事業」を実
施中。対象事業など、詳しくはお問
い合わせください。
問 地域づくり振興課　☎52-2116

　岩手県共同募金会では東日本大震
災被災地の復興に向けて、住民同士
の支え合い活動と、被災住民を支援
する活動を助成します。助成対象や
応募方法など、詳しくはお問い合わ
せください。
問 岩手県共同募金会　☎019-637-8889

　仙台国税局では税務職員を募集
します。国家公務員採用試験ＨＰ
（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html）から申し込みください。
▶対象…高校卒見込み者、高校卒後
３年を経過していない人など
▶応募期間…６月20日㈪～６月29日㈬
問 仙台国税局人事第二課　☎022-263-1111

　誰でも気軽に参加できるスポーツ
を体験しましょう。参加料無料です。
▶日時…①６月10日㈮②６月17日
㈮両日19時～20時30分
▶場所…久慈市民体育館
▶対象…市民・各15名（要申込）
▶その他…タオル、飲料水等を持参
し動きやすい服装で参加ください
問久慈市民体育館　☎61-3353

▶申込期限…６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

　青森から東京まで被災地をつなぐ
復興支援リレー。久慈市区間をゲス
トランナーと一緒に走ってみません
か。詳しくは市ＨＰ又は「未来へ
の道1000㎞縦断リレー2016」ＨＰ
（http://www.1000km.jp/）をご覧く
ださい。
▶実施日…①７月25日㈪（八戸～
久慈）②７月26日㈫（久慈～宮古）
▶募集人数…各30人程度
▶申込期限…６月12日㈰
問 生涯学習課　☎52-2156

　介護施設を設置・運営する事業
候補者を募集します。申請方法など、
詳しくはお問い合わせください。
▶募集施設…認知症対応型デイサー
ビスセンター１施設（定員12名）
▶申込期限…６月30日㈭
問 介護支援課　☎61-1112

◇本会議…６/９㈭、◇一般質問…
14㈫15㈬◇常任委員会…17㈮、◇
本会議…22㈬
　議会は庁舎南側議会棟傍聴席で傍
聴できるほか、インターネット中継
も行っています。
問 議会事務局　☎52-2188

　水道メーターを確認するため、水
道事業所の腕章と身分証明書を携帯
した調査員が敷地内に立ち入るほか、
公道で昼夜の作業を行います。ご協
力をお願いします。
▶調査期間…平成29年３月まで
問 水道事業所　☎52-2189

　岩手県看護協会では公共職業安定
所と連携し、看護職の相談員が就業
相談を行います。相談は無料です。
▶日時…毎月第１・３木曜日10時～15時
▶会場…ハローワーク久慈
問 岩手県看護協会　☎019-663-5206

介護サービス事業者を募集

被災地の支え合いに助成

市営住宅空きあります

縦断リレーランナー募集

住宅名 戸数 家賃（月額・円）
萩ケ丘地区住宅① ２ 3,400 ～  5,100
萩ケ丘地区住宅② １ 4,200 ～  6,300

水 道 管 の 漏 水 調 査

ＨＩＶ検査のすすめ

募 集

スポーツ吹き矢を体験

お知らせ

にっぽん丸をにっぽん丸を
見送ろう！

元気な地域づくりを応援！

書 道 協 会 展 を 開 催

市議会６月定例会議の予定

税務職員の採用試験

女性の権利１１０番

介護支援専門員の試験

広報５／１号
おわびと訂正

　広報くじ５月１日号の日本武道具製造株式会社の広告に
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。○  22㌻…ミツボシ繊維工業株式会社グループ

高卒予定者の求人受付

看 護 の お 仕 事 相 談

ひとり親家庭の法律相談

教育委員
会議の予定

▶日時…６月 16 日㈭ 15 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

■ピアノマラソンコンサート
　世界最高峰のスタインウェイ社ピ
アノで演奏してみませんか。
▶日時…８月21日㈰９時30分～
▶会場…アンバーホール
▶対象…市内在住の小学生以上
▶定員…先着100組※参加料無料
▶申込期間…６月８日㈬～30日㈭
問 文化課　☎52-2700

■合唱ワークショップ
　初心者を対象に楽譜の読み方、発声
方法など丁寧に指導。秋の成果発表を
目標にハーモニーを楽しみませんか。
▶期間…６月～11月（全８回程度）
▶指導…間口友美先生（ソプラノ歌手）
▶会場…アンバーホールほか
▶定員…先着30人※参加料無料
▶申込期限…６月20日㈪

音楽を身近に楽しもう！参加者を募集中

　久慈港から出港する勇壮な客船に手を振
り、感動を分かち合いませんか。
▶日時…６月７日㈫17時出港
▶会場…久慈港諏訪下ふ頭

６／１～ 10は電波利用環境保護周知啓発強化期間
～電波はルールを守って正しく使いましょう～

問 問 港湾・エネルギー推進課　☎52-2369港湾・エネルギー推進課　☎52-2369


