
　11月１日現在で市内に住民登
録している対象者には、11 月
下旬までに案内状を送付します。
　市外に住民登録している対象
者で参加を希望する人は、12月
16日㈮までにご連絡ください。

問 生涯学習課　☎52-2156

▶会場…アンバーホール
▶ 対象… 平成８年４月２日～平

成９年４月１日に出生
した人

平成 28 年度

久慈市成人式

受付…13時～

1月8日㈰ 14時～

問おらほーる ☎ 72‒3711
■日時
11 月 26 日㈯ 18 時開演
11 月 27 日㈰ 14 時開演
■会場
　おらほーる
■入場料（前売り券発売中）
一 般…800 円（当日 1000 円）
高校生以下…400 円（当日 500 円）
未就学児…無料

市民おらほーる劇場 第10回公演

News & Info
PICK UP

嘱託館長等の非常勤職員を募集
INFO

問総務課人事係　 ☎ 52-2112( 内線 214)

　市では、平成 29 年４月１日付け採用予定の嘱託館長等（非常勤
特別職）採用試験を次のとおり行います。

■応募資格
市内に住所を有すること
■申込期限
11 月 25 日㈮（郵送による受験申し
込みは当日の消印有効）
■募集する職（各１名）
▶農村環境改善センター所長（夏井
改善センター）▶勤労者家庭支援施
設所長（サンエール）▶小久慈公民館
長▶大川目公民館長▶教育振興室長
兼山形公民館長▶三船十段記念館長
■主な職務内容
・施設の管理運営全般
・ 施設を中心とした生涯学習等の推

進（主催事業の企画・運営など） 
・地域コミュニティとの連携・推進
■申込方法
　申込用紙は、市役所総務課で交付
します。郵便で請求する場合は、封
筒の表に「嘱託館長等試験申込請求」
と朱書し、120 円切手を貼った返信
用封筒を同封して下記の宛先まで請
求してください。
宛先…〒028-8030 久慈市川崎町1-1
■第１次試験（作文試験）
12 月４日（日） 10 時～
■第２次試験（面接試験）
第 1次試験合格者に通知します

　狂犬病予防法によりイヌの飼い主には、イヌに年１
回の予防注射を受けさせることが義務付けられていま
す。本年度、まだ注射を受けていないイヌには必ず接
種してください。予防注射は、動物病院でも受けるこ
とができます。
■対　象…生後 91 日以上のイヌ
■持ち物…通知ハガキ（裏面が問診票になっています）
■注射料金…3,100 円
　※ 新たに登録するイヌの場合は、別途印鑑と登録料
金 3,000 円が必要です

秋の狂犬病予防
集合注射を実施

日　時 場　所

11/15
（火）

9:00～9:15 市民体育館
9:30～9:45 上長内公民館
10:00～10:15 宇部公民館
10:30～10:45 久喜地区防災センター
11:00～11:15 小袖漁村センター
11:25～11:40 大尻スクールバス転向所
11:50～12:00 元木沢公民館

日　時 場　所

11/16
（水）

9:15～9:30 戸呂町消防屯所前
9:40～9:45 岡掘公民館前
9:55～10:00 出ル町ふれあいステーション前
10:05～10:15 日野沢消防屯所
10:20～10:25 新落安橋脇
10:30～10:40 荷軽部地区集落センター
10:50～11:05 来内地区集落センター
11:15～11:20 九戸高原橋脇
11:40～12:00 山形総合支所前
13:05～13:10 日影橋脇
13:15～13:25 南野市蔵様宅前
13:30～13:40 霜畑コミュニティセンター
13:50～13:55 旧ＪＲ回転場脇
14:00～14:05 宅石茂義様宅前
14:40～14:45 つなぎ地区消防コミュニティセンター
14:55～15:00 向屋敷生活伝承館
15:10～15:15 新田集会場

11/17
（木）

8:50～9:00 市役所東口（車庫前）
9:20～9:30 山根公民館
9:50～10:00 岩瀬張公民館
10:05～10:20 小久慈公民館
10:35～10:45 大川目公民館
11:05～11:15 夏井公民館
11:25～11:35 高砂公民館
11:45～12:00 侍浜公民館

　　　問 生活環境課　☎54-8003
問 山形総合支所住民生活課　☎72-2132

秋

　市では、防災や生活環境の保全、空家利活用促進等のため、市内の空
家について実態調査を行います。市が委託した調査員が市内を巡回しま
すので、調査へのご理解をお願いいたします。
調査期間…11 月～平成 29 年３月
委託業者…( 株 ) 藤森測量設計
調査方法… 調査員が、空家と思われる建物の外観調査・写真撮影等を行

います。建物所有者の立会は不要です。みだりに敷地内へ立
ち入ることはありませんが、玄関先や呼び鈴がある位置まで
は立ち入る場合がありますので、ご了承ください。調査員は
「腕章」を身につけ、「身分証明書」を携帯しています。

空家調査にご協力ください
問 都市計画課 　☎ 52-2151

　『明るく、かしこく、たくましい子どもを育てよう！』をテーマに実践発
表や記念講演を行います。
日時…11 月 19 日㈯　13 時 30 分～ 16 時 10 分
会場…久慈市立中央公民館大集会室
内容…①実践発表（久慈湊地区青少年健全育成会 /洋野町教育委員会）
　　　②記念講演「夢をかなえる土台づくり」～「眠り」で変わる、心と体～
　　　　講師　馬場幸治氏（青森県三戸町教育委員会事務局　小中一貫教育推進班長）
申込期限…11 月 14 日㈪　（申し込みは生涯学習課まで）

問 生涯学習課 　☎ 52-2156

○ 11 月 3日㈭～ 6日㈰　９時～ 16時
　▶活かす本市… 図書館で不用となった本やご家庭からいただいた本を提供

する図書のリユース市。掘り出し物が見つかるかも
　▶大型絵本展「絵本の国へようこそ！」
　▶図書館ガイドツアー　[ 各日 10 時～ 11 時（先着 10 人）
○ 11月５日㈯、６日㈰
　▶図書館クイズラリー…図書館の本を使ったクイズ大会（中学生以下）
　▶移動図書館車見学会 [ 各日 13 時～ 15 時 ]

第 70回読書週間　10月 27 日～ 11 月９日
いざ、 読書

問市立図書館　☎ 53‒4605
　図書館では読書週間に合わせて、さまざまな企画を用意して皆さんを
お待ちしています。この機会に、ぜひ足をお運びください。

　終戦から２年後の１９４７（昭和２２）

年、まだ戦争の傷あとが日本中のあちこ

ちに残っていたころ。「読書の力によって、

平和な文化国家を創ろう」と出版社・取次

会社・書店と図書館が力をあわせ、新聞や

放送などのマスコミからも協力を得て、第

１回「読書週間」が開かれました。

○ 10月 20 日㈭～ 11 月 13 日㈰
　読書の秋、本や読書のこと、図書館が舞台となる読み物を集め、展示・貸
出します。新しい図書館の楽しみに出会ってください。

■ 企画展「図書館へ行こう！」

■ 図書館 de いざ、読書
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