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観光旅行、冠婚葬祭、学校のクラブ遠征等にご利用下さい。

㈱三河交通観光
久慈市中央二丁目13番地 ℡0194‒53‒6161

タクシー・バス・旅行業
　　通常営業しております。

観光バス・送迎バス

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
仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

長内館・川貫館・野田館

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

13日㈰ 休日当番医
14日㈪ 午後休診

１１月のお知らせ

15日㈫・16日㈬・17日㈭
都合により休診とさせていただきます。

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

来店型の保険ショップです。どうぞお気軽にご来店ください

県立久慈病院前　☎0194-75-3090

●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　　秋季全国火災予防運動　全国統一防火標語

「消しましょう　その火その時　その場所で」

　11月12日㈯～25日㈮は「女性に
対する暴力をなくす運動」期間。配
偶者等からの暴力やストーカー行為
は重大な人権侵害です。一人で抱え
込まず相談。秘密は厳守します。
問 子育て支援課　 ☎52-2169

　11月は児童虐待防止推進月間で
す。「虐待かも」と思ったら、すぐ
にご連絡ください。あなたの１本の
電話で救われる子どもがいます。連
絡内容の秘密は厳守。連絡は匿名で
も行うことができます。
問 子育て支援課　 ☎52-2169

　寸劇や講演を通じて認知症の正し
い知識を広め、認知症の人やその家
族を地域のみんなで支えるため、「世
界アルツハイマーデー記念講演会」
を開催します。
▶日時…11月12日㈯13時～16時
▶会場…野田村生涯学習センター
▶その他…入場無料。手話通訳あり
問 県北広域振興局保健福祉環境部　☎53-4987

　県では沿岸12市町村に所在する
事業所が求職者を雇用した場合、１
人当たり３年間で最大120万円を助
成する事業復興型雇用創出助成金の
受け付けを行っています。詳しくは
県ＨＰまたはお問合せください。
▶申請期限…平成29年１月27日㈮
問 岩手県事業復興型雇用創出助成
金センター　☎019-601-5263

　11月11日～17日は「税を考える
週間」。期間中、小中学生が作成し
た税に関する作文や習字、標語の作
品展示をやませ土風館で行います。
問 収納対策課　 ☎52-2368

　ステージ発表の他、作業製品等の
販売も予定しています。皆様のご来
場をお待ちしております。
▶日時…11月12日㈯9時20分～14時50分
▶場所…久慈拓陽支援学校
問 久慈拓陽支援学校　 ☎58-3004

　北三陸じぇし会が女性の視点でお
すすめする、久慈・二戸地域の手づ
くり品やおいしいものなどを集め、
販売します。北いわての魅力的なも
の、人に会いにきませんか。
▶日時…11月13日㈰10時～15時
▶会場…やませ土風館多目的ホール
問 県北広域振興局経営企画部　 ☎53-4981

　11月９日～15日は「秋の全国火
災予防運動期間」。期間中、住宅や
事業所等への防火指導を実施します。
ご協力をお願いします。
■ご自宅の防火習慣
①寝たばこは絶対やめる
②燃えやすいものから離れた位置で
ストーブは使用する
③ガスコンロ等のそばを離れる時は
必ず火を消す
問 久慈消防署　 ☎53-0119
問 久慈消防署山形分署　☎72-3119

　詳しくはお問い合わせください。
▶応募資格…中卒（見込含）の男子
で15歳以上17歳未満
▶受付期間…１月６日㈮まで
問 自衛隊二戸地域事務所　☎0195-23-2529

▶募集人員…１人 ( 児童虐待相談員兼
家庭相談員兼母子・父子自立支援員 )
▶勤務先…子育て支援課
▶申込方法…申込用紙は子育て支援
課で配布。郵便で請求する場合は、
封筒の表に「児童虐待相談員試験
申込書請求」と朱書きし、住所・
氏名を明記して120円切手を貼っ
た返信用封筒を同封のうえ、子育
て支援課に提出してください。
▶申込期限…11月25日㈮※消印有効
▶１次試験…12月７日㈬10時～
▶採用予定日…１月４日㈬
問 子育て支援課　☎52-2169

　地域の食生活改善のために活躍す
るボランティアを養成します。詳し
くはお問い合わせください。
▶期日…11月～12月５回コース　
▶場所…元気の泉
▶内容…講義と調理実習
▶対象…食生活改善活動に協力で
きる市内在住の概ね65歳までの方
( 男性の方大歓迎！ )
▶定員…25名（先着順）
▶申込期限…11月15日㈫
※調理実習費 (1回500円程度 ) は受
講者負担
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。
この
立つ

▶申込期限…11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

　ワード、エクセル、メールの基
礎復習、ＨＰ作成、ＳＮＳの初級
編とＩＴ活用のスキルアップに役
立つ講習会です。受講料は無料です。
▶開催日…14㈪、15㈫、17㈭、21㈪、
22㈫、28㈪、29㈫
▶時間…９時～12時
▶会場…久慈職業訓練協会
▶定員・対象者…20人・市久慈地
域在住の求職者（在職者も可）
▶申込期限…11月10日㈭
問 久慈地域雇用創造協議会　☎75-3032

▶日時…12月６日㈫13時30分～16時
▶会場…アイーナ小田島組☆ホール
（盛岡市）
▶内容…北村晴男弁護士特別講演、
特殊詐欺の講話寸劇など
▶定員…500人（先着順）
▶申込期限…11月30日㈬
問 いきいき岩手支援財団　 ☎019-625-7490

　避難所生活における女性ならでは
の悩みを共有し、災害時の避難所運
営に女性の視点を活かしましょう。
講演と簡単なワークショップを行い
ます。参加料は無料です。
▶日時…11月26日㈯13時30分～15時
▶会場…中央公民館３階小会議室
▶対象…市内在住の女性20人（先着）
▶講師…三宅諭氏（岩手大学准教授）
▶申込締切…11月21日㈪
問 地域づくり振興課　 ☎52-2116

　三鉄のファンや地域の方々に感謝
の気持ちを込めて開催！皆様のご来
場を心よりお待ちしております。
▶日時…11月６日㈰10時～15時
▶会場…久慈駅前広場及び三陸鉄道
北リアス線運行部
▶内容…三鉄のうまいもん総選挙、
車両綱引きレース、トーク＆ライ
ブショー、グッズ販売コーナー等
問 三陸鉄道北リアス運行部　☎52-3411

第 ８回拓陽祭を開催

ＩＴスキルアップ講習会 秋の全国火災予防運動

じぇし会コレクション秋！募 集

お知らせ

陸上自衛隊高等工科学生を募集

防災女性力アップ講座

食生活改善推進員を養成

認知症講演会を開催

教育委員
会議の予定

▶日時…11 月17 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

市営住宅空きあります

秋のさんてつ祭りを開催

高齢者の権利擁護セミナー 税 を 考 え る 週 間 ＤＶ被害をなくそう！

児童虐待相談員を募集
Ｓ Ｔ Ｏ Ｐ 児 童 虐 待！

求職者の雇用に助成金

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 4,200 ～  6,300

フリーアナウンサーの小田加代子さんが子
育てをテーマに講演。入場無料です。
▶日時…11月11日㈮14時45分～15時45分
▶会場…来内小学校

小田加代子さんが講演小田加代子さんが講演
「夢を持って生きる」「夢を持って生きる」
問問 生涯学習課　☎52-2156


