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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
３/11㈯
臨時休診

（　　　　　　）３月５日（土）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

･３/22㈬は
　受付16:00までとなります。

３月のお知らせ

　その他の時間変更はネットにて、
ご確認下さい。

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

☎52-2600
事務局 ☎53-1800

デイサービスセンター

わが家

久慈駅前デイサービスセンターわが家
運営:NPO法人ひまわり

　施設は、３月18日に完成の新築の建物です。
清潔で明るく日当たり良好な高齢者通所介護
施設です。※介護予防運動にも力を入れて取り組んでいます。

《移転のご案内》
小久慈町大沢田地区

↓至滝ダム

↑至市内 小久慈
小学校●

久
慈
岩
泉
線

●
久慈琥珀様

●
リトアニア館

●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

　台風10号により被災された人の
介護保険料の減免申請期限は３月
31日となっています。申請がまだ
の人はお早めに申請してください。
▶対象者…①住居に半壊以上の被害
を受けた人②主たる生計維持者が
死亡、障害を持った又は重篤な傷
病を負った人③主たる生計維持者
の事業所得が前年度より30％以上
減少した人※事業所得以外の前年
所得が400万円以上の人は対象外
▶申請に必要なもの…印鑑・り災証
明証・振込口座がわかるもの
▶申請場所…久慈広域連合介護保険
課、久慈市介護支援課（元気の泉内）
▶申請期限…平成29年３月31日㈮
問 久慈広域連合介護保険課　☎61-3355

　台風10号で被災した事業者等を
対象に、地域なりわい再生緊急対策
補助金の申請を受け付けています。
▶日時…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
※４月１日からは市役所３階商工振興
課執務室で平日に受け付けます。
問 商工振興課　☎75-3891

　県では「いわての森林づくり県民
税」を活用し、手入れの行き届かな
い人工林の間伐を行っています。
▶対象の森林…①針葉樹の人工林②
林齢16年～50年生③面積１㌶以上
▶整備内容…強度間伐（概ね５割の
本数を間伐）
▶その他…整備森林を20年間皆伐
しない、森林以外へ転用しないな
どの協定が必要
問 林業水産課　☎52-2122

　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。仲間づ
くりやストレス解消をしませんか。
▶日時…３月10日㈮13時30分～
▶会場・参加料…元気の泉・無料
問 認知症の人と家族の会　☎72-2159

　職場でのセクシュアルハラスメン
トやパワーハラスメント、マタニ
ティハラスメントの解決に、岩手労
働局雇用環境・均等室がお手伝いし
ます。お気軽にご相談ください。
問 岩手労働局雇用環境・均等室
　☎019-604-3010

　申込方法や受験資格など、詳しく
は人事院ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。

問 人事院東北事務局　☎022-221-2022

　県内の食品販売店の食品表示に関
するモニターを実施し、研修会に参
加する人を募集します。
▶定員…県内在住の18歳以上・30人
▶期間…平成30年３月31日まで
▶応募方法…郵送、FAX またはメー
ルで次の事項を連絡ください①郵
便番号②住所③氏名④年齢⑤性別
⑥職業⑦電話番号⑧ FAX 番号⑨
応募動機⑩経験の有無と活動年度
▶申込期限…３月31日㈮
問 県庁県民くらしの安全課
　☎019-629-5322　FAX019-629-5279

　看護週間期間中に行う「ふれあい
看護体験」への参加者を募集します。
▶実施期間…５月７日㈰～13日㈯
▶実施施設…県内の病院、訪問看護
ステーション、介護福祉施設など
▶対象…看護の仕事に関心がある成人
▶申込方法…電話で申し込みください
▶申込期限…３月28日㈫必着
※施設によって開催日が異なります
問 岩手県看護協会　☎019-663-5206

★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…３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

▶受験資格…①昭和62年４月２日
～平成８年４月１日生まれ②平成
８年４月２日以降生まれの大学卒
業者（見込み含む）か、大学卒業
同等の資格があると認められる人
▶申込期間…３月31日㈮～４月12日㈬
　※原則、インターネット申し込み。
▶１次試験日…６月11日㈰
問 仙台国税局人事第二課試験研修係
　☎022-263-1111(内線3236)

　県内に就業場所がある企業の情報
や就職支援情報の説明会です。
▶日時…３月22日㈬12時30分～16時30分
▶場所…ホテル東日本盛岡（盛岡市）
▶対象…平成30年３月に次の学校
を卒業・修了予定の学生及び既卒
３年以内の人①大学院②大学③短
期大学④高等専門学校⑤専修学校
問 岩手労働局職業安定課　☎019-604-3004

　３月から５月は山火事防止運動期
間です。空気が乾燥しやすく山火事
が発生しやすい時期なので、強風時
や乾燥時は野焼きなど、火の取り扱
いには十分注意しましょう。
問 林業水産課　☎52-2122

　３月１日㈬から７日㈫までの間、
春の全国火災予防運動を実施。期間
中は住宅や事業所などへの防火指導
を行います。協力をお願いします。
■住宅用火災報知機は10年が目安
　古くなると電池切れなどで火災を
感知しなくなることがあります。
■ご自宅での防火習慣
①寝たばこは絶対やめる
②ストーブは、燃えやすいものから
離れた位置で使用する
③ガスコンロなどから離れるときは、
必ず火を消す
問 久慈消防署　☎53-0119
問 久慈消防署山形分署　☎72-3119

国家公務員の採用試験 お知らせ

市営住宅空きあります

看護の仕事を体験しよう

教育委員
会議の予定

▶日時…３月16 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

食品表示ウォッチャー

いわて合同企業説明会

国税専門官採用試験

募 集
住宅名 戸数 家賃（月額・円）
みなと団地 １ 17,300 ～ 25,700

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

いわて環境の森林整備事業 介護保険料を減免します

区分 受付期間 １次試験
総合職試験

（院卒・大卒）
3/31 ㈮～ 4/10 ㈪ 4/30 ㈰

一般職試験
（大卒）

4/7 ㈮～ 19 ㈬ 6/18 ㈰

一般職試験
（高卒）

6/19 ㈪～ 28 ㈬ 9/3 ㈰

山火事を防止しましょう

命と財産を守る防火対策 認知症の人と家族の集い

ハラスメント相談窓口

台風被災事業者に補助金

　　全国火災予防運動　全国統一防火標語

「消しましょう　その火その時　その場所で」
▶日時…３月22日㈬８時30分～15時30分
▶場所…県北青少年の家（市民体育館集合）
▶定員・参加料…50人・無料
▶申込期限…３月17日㈮

氷上のスポーツを楽しもう氷上のスポーツを楽しもう
カーリング体験教室カーリング体験教室
問問 久慈市民体育館　☎61-3353


