
　

　久慈地域で新たに野菜などの栽
培・販売に取り組む人を対象とした
相談会を開催します。農業経験のな
い方も大歓迎。参加希望者は事前に
下記の問合せ先に申し込みください。
▶日時…１月10日㈫15時～19時
▶会場…ＪＡ新いわて久慈営農経済
センター２階会議室
問 農政課  ☎52-2121
問 久慈営農経済センター  ☎52-1318

　国体で使用したプランターを市
民・団体の皆さまに無料で提供しま
す。プランターは使用済みのため汚
れ等がありますので、あらかじめご
了承ください。（プランターのみの
提供となります）
▶配布物品…プランター（白色）300個
　※先着順になります。
▶配布日時…12月26日㈪10時～
▶配布場所…市役所車庫棟前
問 国体推進課　☎54-8006

■住宅ローンなどの免除・減額
　台風10号の影響で住宅ローンな
どの返済に困っている人が一定の要
件を満たす場合、住宅ローンなどの
免除・減額を申し出ることができま
す。詳しくは、ローンの借入先にお
問い合わせください。制度の概要
は全国銀行協会ＨＰ（http://www.
zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-
guideline/）をご覧ください。
■金融相談窓口を設置
　東北財務局では台風で被災した皆
様の預金や融資、生命保険等金融に
関する相談を受け付けています。
▶相談専用ダイヤル…☎022-721-7078
▶受付時間…平日９時～12時、13時
～17時（祝日、年末年始を除く）
問 盛岡財務事務所　☎019-625-3353

◇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…１／24㈫13時30分～16時◇
会場…消費生活センター（市役所東
側）◇相談員…小向秀子委員◇連絡
先…生活環境課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…１／20㈮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…１／18㈬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…１／26㈭10時～15時◇会場
…消費生活センター（市役所東側）
◇申し込み…同センター☎54‒8004

―交通事故巡回相談・予約制―
◇日時…１／17㈫13時～15時◇会
場…消費生活センター(市役所東側) 
◇相談員…県民生活センター交通事
故相談員◇申し込み…同センター☎
54‒8004
―年金相談・予約制―
◇日時…①１／11㈬②25㈬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）

　住民同士が相談し、支え合う地域
づくり。その担い手となる傾聴ボラ
ンティアの養成講座を開催します。
▶期日…１月20日㈮～３月２日㈭
全４回
▶会場…久慈地区合同庁舎ほか
▶対象…久慈地域に居住し傾聴ボラ
ンティアに関心がある人
▶定員…20人程度（参加費無料）
▶申込期限…１月14日㈮
問 久慈保健所保健課　☎52-4987

　人気のウインタースポーツを楽し
みませんか。参加料は無料です。
▶日時・会場…１月21日㈯８時30
分～15時30分・県北青少年の家
　※市民体育館からバスで送迎
▶対象・定員…市民15人（小学生
以下は保護者同伴）
▶申込期限…１月16日㈪
▶その他…昼食持参の上、動きやす
く暖かい服装で参加ください
問 市民体育館　☎61-3353

日  時 相談員

①１/11㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

②１/19㈭10:30~15:30 松 岡 佑 哉弁護士

③１/25㈬10:30~15:30 上 山 信 一弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期

お知らせ

相 談

市県民税（４期）……………………………………… 12月26日
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（６期） … 12月26日
学校給食費（８期）…………………………………… 12月26日

アンバーホール
・おらほーる１月 イベント

情　報

日  時 会　場
①１/11㈬９:30~11:30 ハローワーク久慈
②１/11㈬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

園芸作物を始めませんか

　インフルエンザの流行が例年
より早く始まっております。久
慈病院では感染拡大防止のため、
12 月から３月頃まで来院時の
マスクの着用をお願いし、不要
不急の面会を制限しています。
発熱・咳などの症状がある人は

もちろん、小学生以下のお子さ
んの面会も控えていただきます
ようお願い致します。
　また面会時にはマスクの着用
の他、アルコール製剤での手指
消毒を実施してください。ご理
解とご協力をお願い致します。

期日 イベント名 料金
３㈯
9:15～ 市消防団出初め式 無

14㈯
14:00～

音楽の贈り物 vol.3
～ジャズとクラシックの共存～ 有

20㈮ ~
22㈰
10:00～

岩手県文化振興事業団プレゼンツ
「文化・芸術が集うとき in 久慈市」
展示、吹奏楽コンサートほか ( 一部有料 )

無

※12月５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

温水プールを無料開放。餅つきも行い
ます。ぜひお越しください。
▶日時…１月３日㈫10時～16時
▶餅つき…①11時②12時③13時30分

福祉の村温水プール福祉の村温水プール

「初泳ぎ」を開催！「初泳ぎ」を開催！
問問 福祉の村温水プール  ☎53-9292

　認知症の人とその介護をしている
家族を対象に交流会を開催します。
仲間づくりやストレス解消に参加し
てみませんか。参加費は無料です。
▶日時…１月13日㈮13時30分～
▶会場…元気の泉
問 認知症の人と家族の会　☎72-2159

　障害者差別解消法が４月から施行
されています。障がいがある人への
「不当な差別的取扱い」や「合理的
配慮をしないこと」は差別になりま
す。差別をなくし、障がいのある人
もない人も「共に生きる社会」を作
りましょう。
問 社会福祉課  ☎52-2119

　市国民健康保険・後期高齢者医療
制度の加入者で、東日本大震災の被
災者を対象に医療費の一部負担金の
免除期間が延長されます。新たな免
除証明証は12月中に発送します。
▶免除期間…平成29年12月31日まで
問 市民課国保係  ☎52-2118

　台風10号で被災した後期高齢者
医療制度加入者の医療費の一部負担
金について、免除となる要件が拡大
されました。対象者には通知します
のでお手続きください。
▶手続期限…平成29年１月31日まで
問 市民課国保係  ☎52-2118

　隣接し合う３筆合わせて売却しま
す。詳細はお問い合わせください。
▶所在地…長内町第22地割23番１ ほか２筆
▶地目…いずれも宅地
▶地積…３筆計841.85㎡
▶最低売却価格…17,763,035円
▶現地説明会…12月26日㈪10時～
▶ 入札参加申込…12月15日㈭～平
成29年１月10日㈫
▶入札会…１月19日㈭13時30分～
問 財政課　☎52-2113

　愛玩用として飼育している鶏やハト
などは、渡り鳥から高病原性鳥インフ
ルエンザなどに感染する可能性があ
ります。鳥小屋への野鳥の侵入防止
や、周辺の消毒など、予防対策を必
ず行いましょう。
問 県北家畜保健衛生所  ☎0195-49-3006
問 農政課  ☎52-2121

　滝ダムのダム湖から回収した流木
を無償提供します。
▶日時…12月15日㈭～２月15日㈬
９時～16時（平日のみ）
▶申込方法…滝ダム管理事務所に来
所のうえ申込書に記入
▶注意事項…①積込・運搬は希望者
が行うこと②作業時の事故等の責
任は負いかねます③営利目的の人
には配布できません④大型車以外
の車両で運搬すること
問 滝ダム管理事務所　☎59-3838

市 有 地 を 売 り ま す

傾聴ボランティアになろう

東北財務局からのお知らせ
医療費免除対象の拡大

カ ー リ ン グ 体 験 教 室

進学者、在学者を支援
各種奨学生を募集します

■久慈市奨学生（高校・大学など）
▶応募資格…市内在住者の子ども
や兄弟姉妹で、学費の工面が困
難と認められる高校、大学等進
学者または在学者
▶奨学金月額…①高校生２万円②
大学生 ( 短大、専門学校含む ) ３
万円または５万円
▶申込期間…12 月 21 日㈬～３月
21 日㈫
■九戸地方育英会奨学生（大学など）
▶応募資格…久慈広域４市町村内
に本籍がある、４年制大学など
に入学見込みまたは在学中の人
▶奨学金月額…３万円
▶申込期間…12 月 21 日㈬～３月
21 日㈫
問　教育総務課　☎ 52-2154

新規就農希望者を対象とした就農相談会です。
▶日時…１月７日㈯11時～15時
▶会場…アイーナ（入場無料）
問問 県農業公社就農支援課  ☎019-623-9390

農業を始めたい人の相談会農業を始めたい人の相談会
新農業人フェア新農業人フェア
inいわてinいわて

プランターを提供します

鳥インフルエンザの予防を

募 集

認知症の人と家族の集い

障がい者差別をなくそう

医療費免除期間の延長

流木を無償提供します

▶日時…１月１日㈮６時・三鉄久慈駅集合
▶定員…先着45人（最少催行人数30人）
▶料金…大人4,500円、小学生3,000円
※縁起物、お神酒などを差し上げます

2017お座敷列車2017お座敷列車

初日の出号初日の出号(要予約）(要予約）
問問 三陸鉄道㈱  ☎0193-62-8900

★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

暮らしの

このページでは、くらしに役
立つ情報をお知らせします。

情報情報
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立つ

2016.12.15号　２３　広報くじ№259

久慈病院
☎ 53-6131面 会 に つ い て の お 願 い

　

　市では、久慈市役所や山形総
合支所など10カ所で放射線量
率を測定しました。地上高１㍍
での測定結果は、0.05～0.07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

11月測定 10 月測定
１㍍ 0.057 0.050
50㌢ 0.058 0.055
５㌢ 0.065 0.060

※測定単位は毎時マイクロシーベルト

問 生活環境課　☎54-8003

11 月 30 日実施
放射線量率の測定結果


