
　

　岩手大学の小笠原敏記准教授を講
師に迎え、防災対策の講演を行いま
す。参加費は無料です。
▶日時…２月13日㈪13時30分～
▶会場…アンバーホール小ホール
▶演題…「台風10号による久慈川

水系の被害と今後の防災対策」
問 久慈ユネスコ協会事務局（生涯学習課）　☎52-2156

　市では、建設工事・測量等の建設
関連業務、物品購入や業務委託など
を発注する場合、競争入札または随
意契約で行っています。
　平成29・30年度中に入札や見積も
りに参加を希望する場合は、下記に
より財政課に申請してください。現
在の登録者も申請が必要です。

※平日のみ受け付け
▶申込書…市ＨＰに掲載するほか、

財政課、山形総合支所ふるさと振
興課で配布します
▶申込方法…郵送または持参
問 財政課　☎52-2113

　

　毎年、自動車の検査、登録手続き
が３月に集中し、窓口や車検場が大
変混雑します。車検や名義・住所等
の変更、廃車の手続きはできるだけ
２月中に済ませましょう。車検は有
効期限の１カ月前から受けられます。
▶受付時間…平日８時45分～12時、

13時～16時（土、日、祝日は休み）
自動車の登録・検査について
問 岩手運輸支局　☎050-5540-2010
軽自動車について
問 軽自動車検査協会岩手事務所　☎050-3816-1833

　年に一度の氷筍観察会。自然が作
り出す神秘の世界をご覧ください。
送迎バスも運行します（要予約）
▶日時…２月12日㈰10時～15時
▶会場…内間木洞（山形町小国）
▶持ち物…汚れてもいい服装、長靴、

軍手、懐中電灯など
▶送迎バス…①久慈市役所９時発②

おらほーる発９時15分③内間木洞
12時発

※天候により中止する場合あり

問 山形公民館　☎72-3711

　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。本支援金の申請

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
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
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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

休診日：水曜・祝日
２/４㈯
２/18㈯
臨時休診

（　　　　　　）2月11日（土・祝）は
休日当番医です

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

･２/４㈯　休診

･２/５㈰　休日当番医

･２/18㈯　受付11:00まで

２月のお知らせ 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

★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…２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

▶日時…２月19日㈰８時30分～
▶会場…平庭高原スキー場
▶種目…①スキー・アルペン競技／

年齢別８部門②スノーボード・ア
ルペン競技／年齢別なし
▶参加料…500円※中学生以下無料
▶申込方法…２月13日㈪までに次

のいずれかに申込みください。
　①千葉運動具店☎52-0300②馬場

商店☎72-2011・52-2663③平庭高
原スキー場☎72-2944
問 久慈市スキー協会(市役所内）　☎52-2152

▶募集人員…１人（婦人相談員兼母子・
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「婦人相談員試験申込
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…２月24日㈮※消印有効
▶１次試験…３月３日㈮13時30分～
▶採用予定日…４月３日㈪
問 子育て支援課　☎52-2169

▶場所…天神堂第37地割181番地１
▶募集区画…15区画（１区画45㎡）
▶利用期間…貸付日から翌年２月末
▶利用料…年間1,000円
▶対象…農地を有しない市民
▶申込期限…２月20日㈪
※申込多数の場合は抽選を行います
問 農政課　☎52-2121

　農業を始めるうえで知っておきた
い基礎知識を身につけよう。
▶会場…岩手県立農業大学校
▶期間…５月６日㈯～10月21日㈯
　※講義、実習は土曜日に実施
▶経費…15,000円（傷害保険・教材）
▶申込方法…受講申込書をFAXまた
は郵送で提出
▶申込締切…３月31日㈮
問 岩手県立農業大学校　 ☎0197-43-2211

　楽しいイベントが盛りだくさん。
花火大会は18時30分からです。
▶日時…２月11日㈯11時～
▶会場…平庭高原スキー場
▶送迎バス…久慈駅発①9:00②16:45、

スキー場発①15：30②19：30
問 同まつり実行委員会　☎72-2111

　岩手県では津波対策のため、久慈
川堤防のかさ上げ工事と市道湊橋の
架け替え工事を実施しています。工
事に伴い、下記の期間車両通行止め
となります。ご不便をおかけいたし
ますがご協力をお願いいたします。
▶期間…平成31年３月31日まで
※歩行者は通行可
問 県北広域振興局土木部　☎53-4990

　市税の滞納処分として差し押さえ
た財産を、インターネットオーク
ションで公売します。詳しくは市
ホームページまたは「Yahoo! 官公
庁オークション」のページ（２月
15日掲載）をご覧ください。
▶公売物品…琥珀のブローチ、鹿の角
　※物品は変更する場合があります
▶申込期間…２月15日㈬13時～27

日㈪23時
▶入札期間…３月６日㈪13時～８

日㈬23時
問 収納対策課　☎52-2368

農業入門塾塾生を募集

差押財産を公売します

お知らせ
市営住宅空きあります

湊橋が車両通行止め

婦 人 相 談 員 を 募 集

教育委員
会議の予定

▶日時…２月９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

市民スキー・スノボ大会

平庭高原スキー場まつり

市民農園で農業に挑戦！

入札等参加希望者は申請を

募 集

住宅名 戸数 家賃（月額・円）
さいわい団地 １ 14,400 ～ 21,500

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

内間木洞氷筍観察会

種　別 受付期限
物 品 購 入・ 業 務 委 託 2/28㈫
市営建設工事・建設関連業務 3/31㈮
小 規 模 工 事 2/28㈫

車の検査・登録お早めに 防災セミナーを開催

小国自治会が主催する「内間木洞
氷筍まつり」も同時開催します

２月22日は行政書士記念日。暮らしに役立
つ行政手続きの電話無料相談を実施します。
▶日時…２月22日㈬10時～15時
▶相談専用ダイヤル…019-623-1555問 問 岩手県行政書士会　☎019-623-1555岩手県行政書士会　☎019-623-1555

暮らしと事業の暮らしと事業の
電話無料相談電話無料相談


