PICK UP

あっぱれ！100 歳

News & Info

ご長寿おめでとうございます

久慈市ふるさと物産センター

10 月４日㈭９時 30 分〜
久慈市ふるさと物産センター

単独

霜畑農村健康増進センター

10 月４日㈭ 11 時〜
霜畑農村健康増進センター

単独

山村広場

10 月４日㈭ 13 時 30 分〜
山村広場

地積（㎡） 見 積 価 額 公 売 保 証
床面積 （円）
金（円）

30-1 天神堂第 36 地割 100 番 15

宅地

200.76

3,200,000

320,000

30-2 川貫第 5 地割 20 番 186

原野

184.00

120,000

20,000

雑種地

272.00

190,000

20,000

宅地

55.49

460,000

50,000

900,000

90,000

30-3 川貫第６地割 39 番３
30-4 西の沢第６地割 31 番８

成人式実行委員を募集

田

9133.00

30-5 山形町荷軽部第 3 地割 67 番２

原野

1440.00

山形町荷軽部第 3 地割 68 番１

原野

1641.00

宇部町第３地割 71 番１

雑種地

1465.00

宇部町第３地割 71 番２

宅地

576.19

宇部町第３地割 71 番３

宅地

127.47

宇部町第３地割 71 番地
倉庫、鉄骨造、平屋建

（家屋）

343.59

山林

1436.00

山形町荷軽部第 3 地割 67 番１

30-6

30-7 山根町下戸鎖第７地割２番

4,200,000

50,000

15

31

たら︑各担当課に問い合わせ

単独

10

平成 年４月１日から︑市

巽山公園

ください︒

単独

９月 13 日㈭ 13 時 30 分〜
市役所分庁舎３階会議室

都市計画課
☎ 52 2151

に変わって次の施設を管理す

９月 13 日㈭ 11 時〜
中央市民センター会議室

林業水産課
☎ 52 2122

▼募集期限⁝ 月 日㈪

久慈川河川公園

９月 10 日㈪ 14 時〜
久慈市交流促進センター
（新山根温泉べっぴんの湯）

る団体︵指定管理者︶を募集

単独

①久慈市交流促進センター
②山根農村健康増進センター

観光交流課
☎ 52 2123

▼ＨＰ⁝

９月 13 日㈭９時 30 分〜
中央市民センター会議室

グループ

９月 10 日㈪ 10 時〜
久慈地下水族科学館
（もぐらんぴあ）

します︒

あすなろ公園

久慈地下水族科学館

社会福祉課
☎ 52 2119

http://www.city.kuji.

単独

単独

９月 13 日㈭ 14 時〜
久慈市総合福祉センター
多目的ルーム

募集要項など詳しい内容は

９月７日㈮ 10 時〜
三船十段記念館駐車場

福祉の村 屋内温水プール

担当課

iwate.jp/zaiseika/kanzai̲g/

高舘市民の森

単独

募集説明会

市のホームページに掲載しま

単独

施設の名称

siteikanri̲boshu.html

公募の単位

̊ יᙚțխୁᙡ࣮ᚘ

す︒不明な点などがありまし

登記
地目

ࡣțୁᙡț੬ޔᇷྦፖȿӬᦲȄȫȆ

はＨＰでダウンロードでき

ます

③複数人が共同で入札される

場合は︑共同入札代表者の

届出書兼持分内訳書が必要

です

④買受後の落札代金や権利移

転の手続き︑諸経費は買受

人の負担となります︒買受

代金を全額納付したときに︑

危険負担についても買受人

に移転し︑この後に発生し

た財産の損害による負担は︑

買受人の負担となります

⑤市は瑕疵担保責任や引き渡

しの義務を負いません

名称

INFO

差押不動産の公売会を実施

します︒

入札に参加する人︵代理人

含 む ︶ は 身 分 証 明 書︑ 印 鑑 ︑

公売保証金が必須です︒

物件の資料閲覧や入札につ

分

30

いて︑詳しくはＨＰをご覧に

時

10

なるか︑問い合わせください︒

10 10

 יՏቭ߇ᇝᚘǔ☎ 

公売物件一覧
番号

平成31年１月13日㈰に開催
する市成人式の企画・運営に携
わる実行委員を募集します。
一生に一度の思い出を自分た
ちの力で作り上げてみません
か？
▶対象…次のすべてに該当する人
①平成10年４月２日〜平成
11年４月１日に出生
②実行委員会議（４回程度、
土日や夜に開催予定）成人式
当日に参加できる
▶募集期限…10月１日㈪
生涯学習課 ☎52-2156

▼日時⁝ 月５日㈮

13

︵ 時受付開始︶

日㈮ 時

12

▼会場⁝ 市役所３階第１会議室

10

▼落札代金の納付期限⁝

月

▼ＨＰ⁝
http://www.city.kuji.iwate.

jp/syunouka/taisaku-g/

⑥公売は予告なく中止する場

合があります

⑦﹁
５
- ﹂の公売物件は農
地が含まれるため︑農地法
30

①公売物件には立ち入ること

ができません︒物件の見学

会は行いません

に基づく
﹁買受適格証明書﹂

INFORMATION

の提示が必要です

８ 月15日 に100歳 の 誕 生 日
を迎えた藤田フサヱさん。同
日、遠藤譲一市長が自宅を訪問
し、お祝い状と祝い金が手渡さ
れ、家族や親戚みんなで長寿を
祝いました。
フサヱさんは新聞を毎朝読み、
テレビ番組や洋画を見ることが
好きとのこと。ご家族に長寿の
秘訣を伺うと「好き嫌いなく何
でも食べるので元気なんだと思
います」と教えてくれました。

②代理人が入札する場合は︑

藤田 フサヱさん（寺里）
長寿の秘訣は食にあり

委任状が必要です︒委任状

家族らと長寿を祝うフサエさん（前列中央）

̋Ӧы;۔țǷეȶȈ
fudousan̲koubai.html
︻注意事項︼

INFO

産業建設課
☎ 72 2129

平庭高原施設 ６施設
①総合案内施設②平庭パークゴ
10 月４日㈭ 15 時 30 分〜
グループ ルフ場③センターハウス平庭山
センターハウス平庭山荘
荘④旅行村コテージ⑤平庭高原
スキー場⑥平庭高原キャンプ場

420,000

体育施設久慈地区 14 施設
①久慈市民体育館②久慈市第二
体育館③久慈市民柔剣道場④久
慈市民弓道場⑤久慈市民庭球場
⑥久慈総合運動場⑦久慈市民相
撲場⑧久慈市侍浜マレットゴル ９月 14 日㈮ 13 時 30 分〜
グループ
フ場⑨久慈市宇部マレットゴル 久慈市民体育館
フ場⑩久慈市侍浜地区プール⑪
久慈市小久慈地区プール⑫久慈
市大川目地区プール⑬久慈市宇
部地区プール⑭久慈市夏井地区
プール

10,000

体育施設山形地区 ２施設
９月 14 日㈮９時 30 分〜
①久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋セン
グループ
久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋セ
ター②久慈市屋内ゲートボール
ンター
場

生涯学習課
☎ 52 2156

※単
独…個別の施設ごとに公募を行います
グループ…複数の施設を一括して公募を行います。グループ内の個別の施設ごとでの応募は受付しません
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