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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

･H29.１/４㈬まで休診
･１/14㈬　休診
～予防接種特別日程～

～休診日のお知らせ～

１/７㈯
14:30～17:00

※左記時間帯で予防接種の方のみ
　受付致します。処方せん発行等
　は行いません。

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

少人数で素敵な時を過ごす、アットホームなウエディングも
くんのこなら二人らしさいっぱいに。親しい人とレストランの料理を

優雅に楽しむ新しいスタイルをご提案いたします。

憧れのガーデンウエディング
一日一組だけの、こころづくしのウエディング

お気軽にご相談ください

AmberウエディングAmberウエディングAmberウエディング
本格レストランウエディングが叶う

琥珀の森のレストラン

お問い合わせ

THE WEDDING RESTAURANT

●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

　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…１月18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

■多重債務の相談窓口
　自らの収入で返済しきれないほど
の借金を抱え、悩んでいる人の相談
に応じています。相談は無料、秘密
は厳守します。
▶相談専用電話…019-622-1637
▶受付…月～金曜８時30分～16時
30分（年末年始、祝日を除く）
■金融犯罪被害防止の出前講座
　地域のコミュニティ活動などに伺
い、金融犯罪未然防止のための無料
出前講座を行います。振り込め詐欺
などの手口や対策をわかりやすく解
説。お気軽にお問い合わせください。
問 東北財務局盛岡財務事務所　☎019-622-1637

　少子高齢化や人口減少が進む中、
これからの地域コミュニティ活動に
ついて学ぶ研修会を開催します。
▶日時…１月23日㈪14時から
▶会場…市役所大会議室
▶講師…小野寺浩樹氏（いちのせき
市民活動センター長）
▶申込期限…1月20日㈮
問 生涯学習課　☎52-2156（内線462）

　岩手県特定（産業別）最低賃金が
12月11日から改定されました。県
内で働く以下の産業の労働者に適用
されます。詳しくはお問い合わせく
ださい。

問 岩手県労働局 ☎019-604-3008

　新年の始まりにめでたい文言を書
いてみませんか。学校の冬休みの課
題を書いても構いません。
▶日時…１月９日（月・祝）
　①10時30分～12時
　②13時30分～15時
▶会場…やませ土風館
▶参加費…1,000円（資料代など）
▶申込期限…１月６日㈮
問 興道舘晴山書道教室　☎53-3808

　昨年８月の台風10号で被災した
事業者等を対象に、１月以降も復旧
支援補助金（地域なりわい再生緊急
対策補助金）の申請を受け付けます。
詳しくは担当課へご相談ください。
▶日時…１月５日㈭から（祝祭日を
除く平日）①９時30分～12時②
13時～16時
▶場所…市役所車庫棟２階臨時相談室
▶補助率…補助率１/２※補助上限有
問 商工振興課　☎75-3891

　65歳以上で要介護１以上の人は、
障がい者手帳がなくても税の障がい
者控除を受けられる場合があります。
控除を受ける場合は「障がい者控除
対象者認定書」が必要です。申請
から交付まで10日程度かかります。
詳しくはお問い合わせください。
問 社会福祉課　☎52-2119

★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…１月13日㈮
問 建築住宅課　 ☎52-2120
問 山形総合支所産業建設課　☎72-2129

　林業への就職を希望する人を対象
とした「いわて林業アカデミー」の
平成29年度研修生を募集します。
▶研修期間…平成29年４月から１年間
▶応募資格…30歳未満の高等学校
以上を卒業した者
▶出願期間…１月16日㈪～２月３日㈮
▶選考日…２月18日㈯
▶選考内容…小論文及び面接
問 岩手県林業技術センター研修部　
☎019-697-1536

　平成29年１月１日現在、市内に
事業用の償却資産を所有している人
は申告が必要です。電子申告システ
ム「eLTAX」での申告も受け付けます。
▶申告期限…１月31日㈫
問 税務課　☎52-2114

　AED の操作や一次応急処置を学
びます。修了した人は救急救命士の
補助ができる資格が得られます。
▶日時…１月21日㈯９時～18時
▶会場…防災センター視聴覚研修室
▶参加料…無料
▶申込締切…１月13日㈮
問 久慈法人会　 ☎52-2273

　久慈税務署の職員を講師に招き、
マイナンバー制度の運用について講
演いただきます。参加料は無料です。
▶日時…１月18日㈬14時～
▶会場…中央公民館
問 久慈法人会　 ☎52-2273

　空き家バンクは市外から移住を希
望する人に、物件情報を提供する制
度です。空き家を売りたい・貸した
い人はご相談ください。
▶登録要件…①一軒家（長屋、アパー
トは登録不可）②土地と家屋の所
有者が一致している等
※老朽化が著しく、大規模な修繕が
必要な場合は登録できないことが
あります。
問 地域づくり振興課　☎52-2116

林業アカデミー研修生を募集 空き家バンクへ登録を

お知らせ

ポスターコンクールポスターコンクール
応募作品を展示

みんなで書初めをしよう

上級救命講習会を開催

障がい者控除認定書を交付

教育委員
会議の予定

▶日時…１月18 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

八戸・久慈自動車道整備促進住民大会ポス
ターコンクールの応募作品をアンバーホー
ルに展示します。▶日時…１月４日㈬、５
日㈭、11日㈬～16日㈪、18日㈬、９時～18時問 問 都市計画課　☎52-2151都市計画課　☎52-2151

台風被災事業者に補助金

タックスゼミナールを開催

償却資産の申告忘れずに

市営住宅空きあります

ひとり親家庭等の法律相談

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

　台風 10 号により居住する住宅
が床上浸水以上の被害を受けた世
帯に対し被災者生活再建支援金を
支給しています。忘れずにお手続
きください。
　また、義援金の配分は本支援金
の申請に基づいて実施されますが、
住宅を解体する場合は支援金の申
請が解体後になります。本支援金

台風 10号による居住住宅被災者のみなさまへ

支援金支援金のの申請･義援金申請･義援金のの配分配分
の申請とは別に義援金の申請手続
きをお願いします。
■国の支援金（支給額 37.5 万円
～ 100 万円及び加算支援金）
対象：「全壊」「大規模半壊」また
は住宅を解体する場合
■市の支援金（支給額 25 万円ま
たは 30万円）
対象：「半壊」「床上浸水」の場合

問 社会福祉課
　 ☎ 52-2119

最低賃金が改定されました

業種 賃金額
鉄 鋼 業、 金 属 製 品 等 製 造 業 790円
電子部品・デバイス、電気器
具、情報通信機器等製造業 756円

光学機械器具・レンズ、時計等製造業 774円
各 種 商 品 小 売 業 767円
自 動 車 小 売 業 800円

東北財務局からのお知らせ

社会教育・地域づくりを学ぼう

乾杯条例乾杯条例　市内の農業や産業の活性化のため、宴会などの際には地元の清酒やワイン、ジュースで乾杯しましょう！
問 久慈市議会事務局　☎52-2188問 久慈市議会事務局　☎52-2188

地酒等普及促進・乾杯条例が制定地酒等普及促進・乾杯条例が制定

地酒で乾杯しよう！地酒で乾杯しよう！


