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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

年末年始のお知らせ
12/30・31　休診
１/１　　　　休日当番医
１/２・３・４　休診（　　　　　　　）12/10㈯

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
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

※予防接種のみの時間となります。ご了承下さい。

12/17㈯
14:30～17:00

12/11㈰
９:00～12:00

12/23㈮
９:00～12:00

12/24㈯
14:30～17:00

12/10㈯　休　　診　12/28㈬　午後休診
12/29㈭～H29.１/４㈬　休診

～予防接種特別日程～

～休診日のお知らせ～

㊗
12/28㈬
９:00～12:00

※午前予防接種特別日程

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

園児募集
社会福祉法人　旭町福祉会
入園受付　久慈市川崎町3‒12
オーリス荘1‒1号　TEL75‒3862

ホームページをご覧ください

くじあさひ認定こども園

会

●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…12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

　「久慈地域に就職をしたい」「興味
があるけどいろいろ不安」。そんな
求職者の皆さんをサポートする説明
会を開催します。お気軽にご参加く
ださい。
▶日時…12月20日㈫13時～16時
▶会場…久慈職業訓練協会
▶対象…求職者、Ｕ ･ Ｉターン希望
者及びその家族
▶定員…30人（定員になり次第締切）
▶内容…事業所からの説明及び希望
者との個別相談（10事業所程度）
問 久慈地域雇用創造協議会　☎75-3032

　基礎から学べるスキー・スノー
ボード講習会。楽しく滑って上達し
てみませんか。
▶日時…①１月15日㈰②22日㈰
　10時30分～15時
▶会場…平庭高原スキー場
▶対象…一人でリフトに乗車
　できる小学生以上の市民
▶定員…①スキー20人
　②ボード10人
▶参加費…400円（保険加入料）
▶申込期限…12月21日㈬
問 久慈市体育協会　 ☎61-3353

　台風10号の被災者にふとんなど
寝具類を無償提供いたします。希望
する人はり災証明を持参ください。
▶日時…12月11日㈰13時～15時
▶会場…慈光寺
問 高谷　 ☎55-2660

　12月３日～９日は「障害者週間」
です。障がいのある人への虐待の疑
いを発見したら社会福祉課へ相談し
てください。
問 社会福祉課　 ☎52-2119

　岩手県の最低賃金が平成28年10
月５日から時間額716円に改正され
ました。詳細は問い合わせください。
問 岩手県労働局労働基準部賃金室　 
　 ☎019-604-3008

　市内小学生を対象に、スポーツ教
室を開催。ドッヂビーやユニカール
などのニュースポーツを楽しもう！
▶期日…①１月９日 (月・祝 ) ②１月11
日㈬③１月13日㈮
▶時間…13時30分～15時30分
▶会場…市民体育館※上履きが必要
▶定員…各回とも先着40人
▶参加料…無料
▶申し込み…開催日の前日まで
問 市民体育館　 ☎61-3353

　福祉、ボランティア団体などによ
る芸能大会。益金は歳末たすけあい
運動募金に充てられます。
▶日時…12月11日㈰12時30分開演
▶会場…アンバーホール
▶入場券…一般500円、学生300円

問 社会福祉協議会　☎53-3380
問 社会福祉協議会山形事務所　☎72-2800

　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。予約が必要です。
▶日時…12月14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
問 県北広域振興局保健福祉環境部　☎53-4982

　飲食店や給食施設などで調理業務
に従事している調理師は調理師法に
基づき、２年ごとに就業地の知事に
届け出ることが義務付けられていま
す。忘ずに届け出をしましょう
▶届出の内容…平成28年12月31日
　現在の状況
▶届出先…久慈保健所
▶届出方法…電子申請のほか保健所
窓口へ提出または郵送
▶届出期間…平成29年１月15日ま
で※保健所窓口は平成29年1月４
日～13日の平日
問 県庁くらしの安全課　☎019-629-5322

★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

　市の施策に対する満足度・重要度
を把握し、その結果を今後のまちづ
くりに反映していくために、「市民
満足度アンケート」を実施します。
　調査は無作為に抽出した20歳以
上の市民2,000人を対象に実施。対
象となる人には12月上旬に調査票
を郵送します。
　久慈市を住みよいまちにしていく
ための重要な調査です。ご協力をお
願いします。
問 政策推進課　☎52-2115

　仕事や趣味を問わず、ミツバチを
飼育している人には届け出が義務付
けられています。詳しくはお問い合
わせください。
▶届出期限…１月31日㈫
問 県北広域振興局農政部　☎53-4983

　平成29年１月1日より、65歳以上
の人も雇用保険の適用対象となりま
す。加入手続きが必要となります。
詳しくはお問い合わせください。
問 ハローワーク久慈　 ☎53-3374

　受診希望者で、まだ申し込みをし
ていない人はご連絡ください。
▶日時…平成29年１月４日㈬・５日㈭
　７時から11時
▶会場…元気の泉
▶対象…出稼ぎ者、
　特定健診対象者、後期高齢者など
▶受診料…①特定健診（出稼ぎ者）
2,200円②肝炎ウイルス検診800円
③大腸がん検診400円④胃がん検
診1,400円⑤前立腺がん検診450円
※加入保険の種類と年齢で特定健
診の受診料が変わります
問 商工振興課　 ☎75-3891
問 保健推進課　 ☎61-3315

　来年の申告手続きには、マイナン
バーの記載と本人確認書類またはそ
の写しの添付が必要です。
　手続きの際、マイナンバーカー
ドを持参すれば別途本人確認書類
を準備する必要ありません。また、
e-TAX を利用すれば本人確認書類の
提示または写しの提出が不要です。
詳しくは国税庁ＨＰ (http://www.
nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm)
をご覧ください。
問 久慈税務署　☎53-4161（音声案内
２番を選択）

ミツバチの飼育届を忘れずに

スキー・ボードを学ぼう

冬休み！スポーツ教室

お知らせ

歳末たすけあい芸能大会

出 稼 ぎ（ 住 民 ）健 診

調理師の届け出を忘れずに

久慈地方の求人説明会

満足度アンケートにご協力を

申告にもマイナンバーカード

雇用保険の適用拡大 寝 具 類 の 無 償 提 供 市営住宅空きあります

ひとり親家庭等の法律相談

■チャリティ演芸会も開催
▶日時…12月４日㈰12時30分開演
▶会場…おらほーる（入場料無料）
※受付で義援金を募集します

募 集

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 3,800 ～  5,600
萩ケ丘地区住宅③ １ 4,200 ～  6,300

障がい者への虐待を防ごう

確認しよう！最低賃金

教育委員
会議の予定

▶日時…12 月15 日㈭ 14 時 50 分～
▶会場…市役所２階・特別会議室
※傍聴可。日程は変更する場合あり

問 教育総務課
 　☎52‒2154

12月４日㈰の当番薬局が変更になります。
【変更後の当番薬局】
　クイーン薬局　☎53-5505
　キング薬局　　☎61-1360

当番薬局の当番薬局の
変更について変更について


