
　

　老人クラブ活動や趣味活動で制作
した作品を展示即売いたします。
▶日時…①２月４日㈯11時～15時
②２月５日㈰10時～14時
▶場所…市総合福祉センター
問 久慈市社会福祉協議会　☎53-3380

　ＮＨＫ手話ニュースキャスターの
中野佐世子さんが講師を務める講演
会です。入場無料、手話通訳あり。
▶日時…２月４日㈯14時～15時30分
▶会場…中央公民館大集会室
問 社会福祉課　☎52-2119

■司法書士事務所での無料相談
▶日時…２月１日㈬～２月28日㈫
　（土、日、祝日を除く）
▶場所…県内の各司法書士事務所
※近くの事務所が不明な場合には問
い合わせください
■無料電話相談
▶日時…２月１日㈬～２月28日㈫
10時～13時（土、日、祝日を除く）
▶専用ダイヤル…☎0120-823-815
問 岩手県司法書士会事務局　☎019-622-3372

　就学する小・中学校は住所地に
よって指定されていますが、次のい
ずれかに該当する場合は、就学先の
変更が認められます。詳しくはお問
い合わせください。

問 教育総務課　☎52-2154

◇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…２／７㈫13時30分～16時◇
会場…消費生活センター（市役所東
側）◇相談員…小上眞理子委員◇連
絡先…生活環境課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…２／17㈮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（大沢
リツ子委員、黒沼正雄委員）◇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…２／15㈬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…２／23㈭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

―年金相談・予約制―
◇日時…①２／８㈬②22㈬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）

　県では平成29年度から平成30年
度までの２年間に実施する復興に向
けた施策・事業等を具体的に示す「復
興実施計画（第３期）」を策定中です。
計画の１次案について、広く意見を
募り、計画に反映させるため、地域
説明会を開催します。
▶日時…２月２日㈭13時30分～
▶場所…久慈地区合同庁舎大会議室
問 県復興局復興推進課　☎019-629-6945

　市では久慈職業能力開発センター
グラウンドに雪捨て場を用意しまし
た。雪捨て場は堤防側です。
▶利用期間…３月31日㈮まで
■排雪時のお願い
①敷地内では最徐行・後方確認を徹
底してください②雪以外は捨てない
でください③大型車両でのご利用は
ご遠慮ください

※雪捨て場は車両が出入りし危険で
す。敷地内で遊ばないでください。
問 土木課　☎52-2124

　

★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

日  時 相談員

①２/８㈬10:30~15:30 齊 藤　 拓 弁護士

②２/16㈭10:30~15:30 松 岡 佑 哉弁護士

③２/22㈬10:30~15:30 上 山 信 一弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期暮らしの

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

お知らせ
相 談

この
立つ

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料（７期） … １月31日
学校給食費（９期）…………………………………… １月26日

市 民 公 開 健 康 講 演 会

アンバーホール
・おらほーる２月 イベント

情　報

　市では、久慈市役所と山形総
合支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、0.04～0.08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

12月測定 11 月測定
１㍍ 0.055 0.057
50㌢ 0.055 0.058
５㌢ 0.060 0.065

※測定単位は毎時マイクロシーベルト

問 生活環境課　☎54-8003

12 月 27 日実施
放射線量率の測定結果

期日 イベント名 料金
11㈯～
12㈰
10:00~

市民生涯学習のつどい
（ステージ発表、作品展示など）

無

15㈬
13:30～ 市民公開健康講演会 無

19㈰
10:00～

第25回久慈市郷土芸能祭兼北緯40°
ナニャトヤラ連邦郷土芸能交流祭 無

※１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

地酒等の普及促進・乾杯条例の制定を記念
し、講演会を開催します。参加費無料。
▶日時…２月７日㈫16時▶会場…久慈グ
ランドホテル▶申込期限…２月１日㈬

小売酒販・法人会・間税会共催 新春講演会小売酒販・法人会・間税会共催 新春講演会

「日本酒のすすめ」「日本酒のすすめ」
問問 久慈法人会 ☎52-2273

　各職種の受験資格、申込方法等の
詳細はお問い合わせください
▶募集職種…①生活相談員兼事務員
②介護員③看護師　各１名程度
▶共通受験資格…①平成29年４月
１日現在で55歳未満②採用日まで
に普通自動車運転免許を有する
▶試験日時・会場…２月12日㈰10
時試験開始・ぎんたらす久慈
▶申込期限…２月３日㈮※消印有効
問 久慈市社会福祉事業団　☎61-3313

　フリーアナウンサーの大竹辰也氏
を講師に迎え、「ことば」の力を使っ
た説得術・交渉術を学びます。
▶日時…１月26日㈭16時～17時30分
▶会場…久慈グランドホテル
▶定員・受講料…100人・無料
▶申込期限…１月24日㈫
※終了後交流会を開催（会費4,000円）
問 久慈商工会議所　☎52-1000

▶科名…ＯＡ基礎科（受講無料）
▶内容…パソコンを使い、文書作成、
表計算、スライド作成など事務処
理全般の基本的技能を修得
▶期間…３月６日㈪～３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会（川崎町）
▶定員…特定求職者・15人
▶申込期限…２月15日㈬
問 ハローワーク久慈　☎53-3374

　30分間の水中運動を通し、効果
的に健康増進を図りましょう。

▶対象…18歳以上
▶定員…１教室につき10人程度
▶入場料…１教室300円　※シニア
フリーパス券も利用可
▶申込…当日申込可
※いずれの教室も休館日を除く
問 福祉の村屋内温水プール　☎53-9292

職業訓練受講生を募集

温水プールで健康増進

福祉事業団の職員を募集

復興実施計画の説明会

経営セミナーを開催

雪捨て場のお知らせ

▶日時…２月20日㈪～21日㈫
▶会場…久慈職業訓練協会、下山鉄工㈱
▶対象者・定員…久慈地域在住の求職者、21人
▶申込期限…１月31日㈫

再就職に役立つ無料技能講習再就職に役立つ無料技能講習
ガス溶接技能講習ガス溶接技能講習

募 集

　国は、消費税の引き上げが低所
得世帯に与える負担を和らげるた
め、臨時福祉給付金を支給します。
対象者には個別にお知らせします。
詳しくはお問い合わせください。
▶ 対象者…平成 28 年度分の住民
税が課税されていない人

▶支給額…１人につき 15,000 円

消費税引き上げの負担を軽減

臨時福祉給付金（経済対策分）臨時福祉給付金（経済対策分）をを支給支給
▶ 受付期間…１月16日㈪～７月
18日㈫９時～17時（平日のみ）

▶受付会場…市役所、各支所
 ※ 郵送申請の送付先…〒028-8030   久慈
市川崎町１番１号   久慈市福祉事務所
社会福祉課社会長寿係
▶ 必要書類…①申請書②印鑑③振
込先口座の通帳の写し

問 社会福祉課
　☎ 52-2119

日  時 会　場
①２/８㈬９:30~11:30 ハローワーク久慈
②２/８㈬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

生活再建支援金の申請と
義援金の配分について

　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
た世帯に対して支援金を支給し
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
は本支援金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（支給額 37.5 万円
～ 100 万円及び加算支援金）
▶対象…居住する住宅の被害が
「全壊」「大規模半壊」または
住宅を解体する場合
■市の支援（支給額 25 万円ま
たは 30万円）
▶対象…居住する住宅の被害が
「半壊」「床上浸水」の場合
問　社会福祉課　☎ 52-2119

教室名 曜日 開始時間

初心者クロール ㈫ 10時

初めての背泳ぎ、平
泳ぎ、バタフライ ㈫ 10時30分

楽々ウォーキング
㈭・㈯ 10時30分
㈬・㈮ 19時

相続登記の無料相談

通学区域外の就学希望

① 小学生で、両親の共働きなどの理由で
祖父母等が両親に代わって保護し、祖
父母等の家から通学する場合

②自営業等保護者の勤務先で保護監督す
る場合

③指定校に特別支援学級がない場合
④ 転居の場合⇒卒業または年度末まで転
居前の学校に就学

⑤ 家の建築で転居予定の場合⇒転居予定
先の学校に就学

⑥きょうだいが通学区域外の学校に就学
している場合

⑦通学距離、交通環境、通学の安全等か
ら特に配慮が必要と認められる場合

⑧教育的配慮が必要と認められる場合

趣味の作品を展示即売

障がい理解講演会を開催

　健康に役立つ情報満載の市民公開健康講演会を開催。講演終了
後は健康相談も行います。入場は無料。気軽にお越しください。
▶日時・会場…２月 15 日㈬ 13 時 30 分～・アンバーホール
▶内容…①演題「心筋梗塞のはなし」
　　　　　講師　久慈病院循環器科長　新山正展 先生
　　　　②演題「アレルギーって？～成人気管支喘息を中心に～」
　　　　　講師　国民健康保険山形診療所副所長　吉田順子 先生

問問 久慈地域雇用創造協議会 ☎75-3032
2017.１.15号　２３　広報くじ№261

久慈病院
☎ 53-6131


