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式﹂が開催され消防関係者ら

や市街地で﹁久慈市消防出初

１月３日︑アンバーホール

■市長表彰︵敬称略・氏名の

送られました︒

両の列に︑沿道からは声援が

糸乱れぬ勇壮な行進と消防車

久慈市消防出初式

約６００人が参加︒参加者は︑

前の数字は分団名︶

①山王義明②賀美祐助③大沢

新年にあたり︑防災への決意

式典では︑廣崎康一消防団

年光④澤里裕輔⑥砂子淳⑦奥

︻功労章︼

長が﹁消防団員は市民の生命

寺一之⑧船渡建治⑧林崎弘光

を新たにしていました︒

と財産を守るため︑訓練にま

⑨川平正春⑩䖗野木正巳

廣崎団長から表彰を受ける団員

い進してほしい﹂と訓示︒続

いて遠藤市長や廣崎消防団長︑

大向婦人消防協力隊連合会長

が消防団員らの功労者や永年

勤続者︑無火災達成の分団を

表彰し功績を称えました︒

１月４日に久慈市営魚市場で「初
売式」が開催され、漁業関係者ら約
100 人が参加しました。会場では神
事が行われ、今年の安全と豊漁を祈
願。皀健一郎組合長は「昨年の水揚
げ状況は全体的に厳しい結果でし
たが、大型巻き網漁船が延べ15 隻
入港するなど明るい話題もありま
した。今年は、干支にあやかり大漁
へと突き進む一年であってほしいで
す」と水揚げの増大を願いました。
昨年の魚市場の水揚げは、数量
7,250 ㌧（ 前 年 比42 ％ 増 ）、金 額16
億７千万（18％減）となりました。

その後︑市街地大通りで分

༃ێ༃ɈࢱɬࡄȠ

列行進が行われ︑団員らの一

初セリで魚を品定めする仲買人ら

防災への決意新たに

一糸乱れず行進する消防団員ら

統監の遠藤市長に敬礼

ᰏᰔᰌᰕᰘᰓᰇᰚᰏᰕᰔ
●対象世帯
（①と②の条件を満たす世帯）
①次の全てに該当
○住民基本台帳に登録され市内に居住する世帯
○世帯全員が平成 30 年度住民税非課税（平成 29 年中の所得）
②次のいずれかに該当
○満 65 歳以上の高齢者のみの世帯
（平成 31 年３月 31 日までに達するものを含む）
○重度心身障害者医療費を受給する者の属する世帯
○身体障害者手帳１級又は２級の者の属する世帯
○特別児童扶養手当障害等級１級の者の属する世帯
○療育手帳最重度又は重度の者の属する世帯
○精神障害者保健福祉手帳１級の者の属する世帯
○母子・父子世帯又は養育者世帯
○生活保護受給世帯

ᄾᄥ໌ථᇔᝀцᜣȿӔਂ
市では、福祉灯油等購入費の助成を実施します。助成の対象とな
る家庭には、申請書などを送付します。助成対象に該当すると思わ
れるのに書類が届かない場合は、社会福祉課まで問い合わせください。
社会福祉課 ☎ 52‑2119
■助 成 額…5,000 円
■対象世帯…左表の①と②の条件を満たす世帯
■申請期間…１月 15 日㈫〜２月 28 日㈭
平日９時〜 17 時 ※土日祝祭日を除く
■必要書類…▶申請書▶振込先の口座通帳の写し▶印鑑
■申請会場…▶市役所（１月：市民ホール / ２月：福祉事務所）
▶山形総合支所、宇部・侍浜・山根の各市民センター
■郵送申請…２月 28 日㈭（当日消印有効）までに次の宛先に送付
【宛先】〒 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

朗読劇ユニット「やまねこけん」が朗読劇を開催します。▶日時…２月２日㈯14時〜▶会場…市立
ƫ朗読劇を
開催します 図書館▶作品名…「風のでんわ」ほか
市立図書館 ☎53‑4605

ఱॴᅒীۙڳɉȭɭɄߤɬȱɀȞɘȳ
ఱॴᅒীۙڳȽɀɃɭɄఱĉ
人権擁護委員は、同委員法に基づいて法務大臣から委

ĶఱॴķȽɀɄɅĉ
「人権」とは、
人種や民族、
性別を超えて、

嘱され、人権の考え方を広める活動をしている民間ボラ

わたしたち一人一人が生まれながらにして

ンティアです。全国では約１万４千人、市内では９人の

持っている、人間として幸せに生きていく

委員が配置され活動しています。

ための権利のことです。

地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決の手助け

自分に人権があるように、他人にも同じ

をしたり、
人権侵害の被害者を救済したり、
人権について

く人権があります。他人の人権を考え尊重

関心を持ってもらえるような啓発活動を行っています。

することがとても大切です。

Ṳฎ
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地域の皆さんからの人権に関

「人権を侵害された」という

する相談に応じています。相談

被害者からの申告を受け、市職

は無料で、秘密は守られます。

員や法務局職員と協力して、調

【相談の例】
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啓発を行っています。
いのちの大切さや相手への思
いやりの心を育むことを目的と

査・処理にあたります。

ഊඨۙڳɉȭɭɄߤɬȱɀȞɘȳ

人権の大切さを伝えるための

ഊඨۙڳȽɀɃɭɄఱĉ
行政相談委員は、総務大臣が委嘱した民間有識者です。

ഊඨɂɉĉ
行政相談は、国・県・市など行政への苦

法律的なアドバイスや専門的

した「人権の花運動」や、久慈

全国には約 5,000 人、市内には３人が配置され活動して

情や意見、要望を受け付け、公正・中立の

●暴行・虐待を受けた

な機関の紹介。相手方との関係

秋まつりなどのイベントや街頭

います。

立場から、その解決や実現を促進するとと

●プライバシー侵害を受けた

を調整したり、人権を侵害した

での PR、
各学校での「人権教室」

行政相談委員は、無報酬のボランティアとして、地域

●セクハラ・パワハラを受けた

人に改善を求めるように説示・

など、さまざまな啓発活動を実

の皆さんから行政活動全般に関する苦情や相談を受け、

●差別を受けた

勧告したりします。

施しています。

助言や関係機関に改善の申し入れなどを行っています。

●いじめ・体罰を受けた

など

ఱॴᅒীۙڳɈࡄȞ

もに、行政の制度や運営の改善に活かす仕
組みです。
相談は無料で、秘密は守られます。

ȭɭɄ૪ɉĂȮᆀᅙȩȺȯȞ

人権擁護委員は職務時にバッチを付けて

●どこに相談したらよいかわからない

います。
このバッチには、地をはって広がる

●行政に申請したが、手続きが進まない

「カタバミ」のように人権尊重思想が広がる

●公共施設が壊れていて危険

ようにとの願いが込められています。

●窓口に行きづらい
など、お気軽にご利用ください

߂ହഊඨ
市では「人権相談」
「行政相談」の他にも、
「法律相談」
や「多重債務者弁護士相談」など暮らしの相談に関する
窓口を消費生活センターなどで開設しています。
それぞれの相談日時は広報くじに掲載していますの
で、ご確認ください。予約が必要な相談もありますので、
電話予約のうえお越しください。
生活環境課

３ 広報くじ№309

☎ 54‑8003

嵯峨 佐千夫さん（十八日町）
人権擁護委員として８年目。さまざまな
相談に応じています。
人権についての理解はまだまだ広まって

ഊඨɅɢɥ改ᇉ
ĪਡɈᇉī
●健康への困りごと
高速道路のサービスエリアでは、灰皿がごみ箱や掲示

大矢内 利男さん（山形町）
行政相談委員となり６年目。土地境界問
題や行政の対応全般についてなど、幅広い

板の近くに設置してあり、受動喫煙が懸念される。

相談があります。まず話を聞き、担当課や

いないと思います。少しでも困ったことが

⇒関係会社に対して移動を働きかけた結果、灰皿が子ど

専門家と協力してお答えしています。一人

あったら、相談にいらしてください。

もや非喫煙者に影響のないところへ移動されました。

で悩まず相談ください。
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久慈広域連合と久慈地区の

生コン業者４社で組織された
日﹁災

岩手県久慈地区生コンクリー

ト協同組合は︑ 月

害時の消防用水の確保に関す

る協定﹂を締結しました︒
この協定は︑大規模火災な

ど の 災 害 が 発 生 し た 場 合 に︑

組合が所有するミキサー車で

消火用の水を運ぶものです︒
同日に市役所で行われた調

印式では︑広域連合長を務め
る遠藤譲一市長と竹田和正理
運んでいただいた︒近年は全

事長が協定書に調印し︑固く
握手を交わしました︒遠藤市
国的に大規模な災害が発生し
ています︒当市でも大火が発

長は﹁昭和 年に発生した久
慈大火ではミキサー車で水を
生しないよう啓発に努めます
が︑もしものときの対応をお
願いしたい﹂と協力を呼びか
けました︒竹田理事長は﹁災

月 日︑市役所で自主防

災組織認定書交付式が行わ

れ︑遠藤市長から東広美町自

主防災会︵晴山良一会長︶に

認定書が交付されました︒認

定日は 月 日で︑会員数は

２５０世帯・４５０人の団体

となります︒
晴山会長は﹁昨年から組織

の結成に向けて準備してきま
した︒これからは今までにも
増して︑町内での連絡を密に

い﹂と決意を述べました︒遠

町内の融和を図っていきた
災害に備えていきましょう﹂

民が協力し助けあい︑一緒に

は限界があります︒行政と住

し︑町民の防災意識の高揚と

藤市長は﹁久慈市はさまざま
自主防災組織とは︑平常時

と力を込めました︒

ない︒地域災害対策には力を
は避難訓練や防災訓練を行い︑

防災組織は 団体目︒市内全

今回の認定で︑市内の自主

の一部を補助しています︒

機材の購入などにかかる費用

図るため︑各種訓練や防災資

自主防災組織活動の活性化を

の組織です︒なお︑当市では

難誘導や救助活動を行うため

にとどめるため︑自主的に避

力し︑地域内の被害を最小限

災害発生時には地域住民が協

入れていますが︑行政だけで

な災害を想定しなければなら

認定書を受け取る晴山会長（左）

世帯に対する組織率は ・３
パーセントとなりました︒

150,000
62990.00 1,500,000

害は起こらないことが一番良

127.47 2,940,000

い が︑ 万 が 一 の 対 策 は 必 要︒

宅地

地域の安全・安心を守るため︑

30‑６ 宇部町第３地割71番３

我々としてできることを進め

576.19

ていきます﹂と防災への決意

宅地

を述べました︒

宇部町第３地割71番２

同組合の生コン業者で保有

1465.00

するミキサー車は計 台ほど︒

雑種地

認定書を掲げ記念撮影

宇部町第３地割71番１

300,000
1641.00

１ 台 で 約 ４・５ ㌧ の 水 を︑ 洋

22

原野

野町から普代村までの久慈管

90,000

内に運ぶことが可能です︒

850,000
山形町荷軽部第3地割68番１

代理人﹂への記入・押印が
40,000

1440.00

差押不動産の公売会を実施
③複数人が共同で入札される
330,000

原野

必要です

入札に参加する人︵代理人
場合は︑共同入札代表者の

55.49

30‑５ 山形町荷軽部第3地割67番２

します︒

含 む ︶ は 身 分 証 明 書︑ 印 鑑 ︑

302.50

届出書兼持分内訳書が必要

（家屋）

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

228.00

公売保証金が必須です︒

分
代金を全額納付したときに︑

12852.00

物件の資料閲覧や入札につ

いて︑詳しくはＨＰをご覧に
時

なるか︑問い合わせください︒

▼日時⁝２月８日㈮
時受付開始︶

宅地

45

畑
長内町第44地割110番１（筆界未定）

危険負担についても買受人

原野
30‑９ 山形町荷軽部第５地割90番198

山林
30‑11 夏井町夏井第17地割35番１

に移転し︑この後に発生し
た財産の損害による負担は︑

365.64
30‑７ 山根町下戸鎖第７地割２番

︵

時

宅地

70,000
大川目町第21地割22番13

640,000
331.00
宇部町第３地割71番地
倉庫、鉄骨造、平屋建

▼会場⁝ 市役所車庫棟会議室
２月 日㈮

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
⑥公売は予告なく中止する場
合があります

30‑４ 西の沢第６地割31番８

22

畑

100,000
大川目町第21地割22番12

980,000
1436.00

70,000
山林

660,000
343.59

10,000

30‑10 長内町第44地割110番１
養殖場、木造

▼落札代金の納付期限⁝
▼ＨＰ⁝
http://www.city.kuji.iwate.

jp/syunouka/taisaku-g/
fudousan̲koubai.html
︻注意事項︼
①公売物件には立ち入ること
ができません︒物件の見学

⑦﹁
５
- ﹂の公売物件は農
地が含まれるため︑農地法

10,000

山形町荷軽部第3地割67番１

20,000
（家屋）

30‑８

会は行いません

に基づく
﹁買受適格証明書﹂

26

11

100,000

NEWS

12

184.00

9133.00

▶日時…２月17日㈰10時〜
※受付開始８時30分
▶会場…平庭高原スキー場
▶種目…❶スキー・アルペン競技
／年齢別８部門❷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
▶申込期限…１月31日㈭
▶申込先…
千葉運動具店
☎52‑0300
平庭高原スキー場 ☎72‑2944
久慈市スキー協会（市役所生
涯学習課内）
☎52‑2156

②代理人が入札する場合は

ᏸ̟ᥰ໐ኇዮᚇޔர࣑͌ͧ
原野

協定書に調印し、固く握手

▶時間…19時〜20時
（各会場共通）
▶その他…❶各世帯から１人の参
加をお願いします❷本町、川崎町
はどちらか１日の参加をお願いし
ます❸大雨警報の発表など緊急
事態の場合中止となります
滝ダム管理事務所 ☎59‑3838

田

市民スキー・スノボ大会

30

川崎町

の提示が必要です

本町

２月14 日㈭
15 日㈮
２月18 日㈪
19 日㈫

30‑２ 川貫第5地割20番186

協定書に署名する遠藤市長と竹田理事長 ( 右）

30

13

地積・床 見積価額 公売保証金
（円）
面積（㎡）
（円）
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田高２
２月７日㈭

対象地区
会場

横合
２月４日㈪

岩瀬張
公民館
久慈地区
合同庁舎
久慈地区
合同庁舎
市防災
センター

登記
地目

26

10

15

日程

名称
番号

12

10

٘ڀțᥰ໐ণᛖț᫁લȿ႖੬Ȇ
公売物件一覧

50

58

滝ダム異常洪水時防災操作に
関する住民説明会を開催します。
▶日程・会場…下記表のとおり

﹁公売参加申込書﹂の﹁２・

滝ダム防災操作住民説明会

໐୳ޠțᄂσȥԢޔዅ
NEWS

̋Ӧы;۔țǷეȶȈ
INFO
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子育てʠ
・ϵࢦ
健康ʠ
・ȶȄțɐʑʘɥʡ
暮らしのカレンダー
ݯ᎔ȓ

3

㈰

しろと内科循環器科クリニック
61‑3330
及川薬局田屋町店 61‑3010
みどり薬局
61‑3911

北三陸くじ冬の市
୳ 10時〜
 ڗ歴通路広場周辺

10

㈰

市民生涯学習のつどい＆
市民大会
内間木洞氷筍観察会
୳ 10時〜  ڗ内間木洞

17

24

㈰

おおさわ内科・胃腸科医院
61‑3033
ホソタ薬局
53‑1193
キング薬局
61‑1360
関上こどもクリニック
75‑3722
サンケア薬局長内店
61‑3300
サンケア薬局県立久慈病院前店
61‑1888

4

介護・福祉の仕事相談 ̹

11

吹奏楽クリニック成果
発表会吹奏楽祭

白岩小児科医院
ハーモニー薬局
キング薬局

53‑4408
61‑3305
61‑1360

アンバーホール・おらほーる
ア
る

12

㈪

18

26

㈪

;  ڗ元気の泉

名 称
４・５カ月児相談
６カ月児健診
１歳児相談

21日㈭ 13:00〜13:30 平成30年７月生まれ
20日㈬ ９:00〜９:20 平成30年２月生まれ

＊歯ブラシ持参

１歳６カ月児健診

15日㈮ 13:00〜13:30 平成29年７月生まれ

27

税などの納期
●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 28 日㈪

そだちとことばの相談 28日㈭ 10:00〜14:30

行事の紹介

■利用対象…未就学児と保護者
■利用料…無料
■開館時間…８時30分〜17時
（土曜日：８時30分〜13時30分）
■休館日…土曜日の午後、日・祝日

＊要予約（☎61‑3315）
■乳幼児健診・相談を受ける皆さんへ
発熱などインフルエンザの症状が疑われる場合や、体調が悪い場合はご連絡
ください（翌月に受診できます）／受付時間を守り、母子手帳と記入した問診
票をお持ちください／健診は１人２時間程度です。ご了承ください
○４カ月までの乳児全員を対象に、保健師が赤ちゃん訪問を行っています
○１カ月・３〜４カ月・９〜11カ月児健診は、赤ちゃん手帳の受診票を持参し、
指定医療機関で受診してください ○こころや生活習慣病予防など、保健師
や栄養士の相談は随時開催。電話でご予約ください

対象：３カ月〜就学前の子どもと保護者30組（要申込）

赤ちゃんサロン〜離乳食試食会〜
対象：３カ月〜１歳３カ月までの赤ちゃんと保護者

絵本の読み聞かせ
対象：３カ月〜就学前の子どもと保護者

リフレッシュ講座「スイーツ教室」
対象：乳幼児を持つ保護者12人（託児10人・要予約）

ひよこ教室「また会おうねの会」
対象：２・３歳児と保護者20組
（要申込）

あそびの教室
（対象者以外の自由来所はできません）

市民生涯学習のつどい＆
市民大会
平庭高原スキー場まつり
୳ 11時〜  ڗ平庭高原スキー場

16

㈮

１歳６カ月児健診
こころの相談（傾聴）
精神保健福祉相談 ̹

㈯

「アルモニー・デュ・プラ
ンタン」
バレンタインコ
ンサート
୳ 14時〜

23

㈮

㈯

㈯

あそびの教室
こころの相談（傾聴）
全血献血

㈭

年金相談
年
（要予約）

;  ڗアンバーホール

 י二戸年金事務所 Tel 0195‑23‑4111

日時…６日㈬､20日㈬

＊予約の際は、年金番号のわかるものをご用意ください

名 称

会 場

こはくのまちの保健室
はくの

しあわせＳＵＮ

スイーツ教室
バレンタインのケーキを
作ろう！！

日 時
1日㈮ 10:30〜11:30
６日㈬ 13:30〜15:00

全血献血

10:00〜12:00

8日㈮

13:00〜15:00

金曜日 13:30〜15:30

久慈地区合同庁舎 20日㈬
元気の泉

10:45〜12:00
13:30〜16:30

22日㈮ ９:00〜12:00

７日㈭
産業保健センター
久慈医師会
13:00〜15:00
個別健康相談 （市役所分庁舎２階） 21日㈭
＊要予約
（二戸・久慈地域産業保健センター Tel 53‑0114）

こころとからだの相談 こころとからだの相談センター

平日

９:00〜17:00

まずはお電話ください
（ Tel 53‑3652）

12日㈫ 11:00〜11:20
13日㈬ 10:00〜12:00
19日㈫ 10:30〜11:30
22日㈮

終日

;  ڗ久慈保健所（久慈地区合同庁舎）  י久慈保健所 Tel 53‑4987

ｴｲ 、肝炎ウイルス、性器クラミジア、梅毒、HTLV-1検査・相談（要予約）
骨髄バンク登録（要予約）
ひきこもりがちな若者やその家族の集いの場
精神保健福祉相談（２日前までに予約）
アルコール相談

日時 毎週月曜 9:00〜16:00 13日㈬ 9:30〜11:30 14日㈭ 10:00〜11:00

会 場 消費生活センター
（市役所庁舎

日 時
8日㈮

認知症の人も気軽に立ち寄れるカフェ。参加費100円（お菓子代）＊要予約
（ Tel 61‑1557）

サロンたぐきり

問 岩手県福祉人材センター Tel 080‑1651‑6203

暮らしの相談

お気軽に寄って健康相談を！（ Tel 61‑3933）

こころの相談（傾聴）

介護・福祉の仕事相談
介
（要予約）
会場 総合福祉センター ハローワーク久慈 ジョブカフェ久慈

10:30 16:00

オレンジカフェ「こはく」 しあわせＳＵＮ

行 事 名
季節のあそび「豆まき」

乳幼児

28

健康相談・検査

ݯ י᎔ȓଇસɠʘɤʡ Tel á

７日㈭ 12:45〜13:30 平成27年８月生まれ

＊事前に自宅で行う目と耳の検査があります

４・５カ月児相談
６カ月児健診
産業保健センター健康相談 ̹
人権相談

㈬

こはくのまちの保健室
オレンジカフェ「こはく」 ̹
こころの相談（傾聴）

22

㈭

趣味の作品展示即売会
୳ 11時〜15時
 ڗ総合福祉センター

9

㈮

㈯

そだちとことばの相談
アルコール相談
多重債務者弁護士相談 ̹

＊幼児フッ素塗布を行います。歯磨きをしてきてください（歯ブラシ持参）

３歳児健診

21

㈬

2

㈮

豆まき ̹
こころの相談（傾聴）

15

㈭

介護・福祉の仕事相談 ̹

１歳児相談
年金相談 ̹
全血献血
くらしとお金の安心相談会 ̹

㈫

イベント情報
イ

 י保健推進課 Tel 61‑3315

＊絵本をプレゼントします

14

㈬

1

8

㈭

３歳児健診
産業保健センター健康相談 ̹
行政相談

スイーツ教室 ̹
介護・福祉の仕事相談 ̹
法律相談 ̹

20

㈫

子育て応援だより

期 日
受付時間
対 象
21日㈭ ９:15〜９:30 平成30年９月生まれ

7

㈬

介護・福祉の仕事相談 ̹

市民生涯学習のつどい＆市民大会
習のつ
のつ
つどい
どい
第20 回吹奏楽クリニック成果発表会吹奏楽祭
▶会場…アンバーホール大ホール、小ホール、展示室、 ▶会場…アンバーホール大ホール▶日時…24 日㈰
ホワイエほか▶日時…９日㈯､10 日㈰9 時 17 時▶料 13 時 30 分開演（13 時開場）▶料金…無料
金…無料▶内容…実践発表、表彰式典、演奏会、展示  יアンバーホール Tel 52‑2700

乳幼児健診・相談

13

㈫

ひよこ教室 ̹
法律相談 ̹

ひきこもりがちな若者
やその家族の集いの場
介護・福祉の仕事相談 ̹

柏木 陽愛さん
（５歳・門前保育園）

▶日時…1 月 16 日㈬ 15 時 30
分〜▶会場…市役所３階・第
１会議室
教育総務課 ☎52‑2154

赤ちゃんサロン
年金相談 ̹

絵本の読み聞かせ
エイズ、肝炎ウイルス、性器クラミ
ジア、梅毒、HTLV-1検査・相談 ̹
骨髄バンク登録 ̹

19

㈪

小学生になったら
べんきょうをがん
ばります。

6

㈫

法律相談 ̹

金子クリニック 61‑1005
アサヒ薬局久慈店 75‑3322
みどり薬局
61‑3911
介護・福祉の仕事相談 ̹

25

㈰

5

㈪

■教育委員会議の予定

今月の元気ちゃん
今

ëȶȄț႙
ëɇʘɵʡʀʡʐɉɾʘɭ
ëǷȶȨʡȸɉɾʘɭ
ëᙁлɉɾʘɭȗȖ
̹ ëᘬ̹ቨ

12日㈫
12日㈫
18日㈪
15日㈮
28日㈭

15:00〜17:30
15:00〜17:30
14:00〜15:30
13:30〜
10:00〜11:30

○要予約（ ̹ ቨ 生活環境課 Tel 54‑8003）
名 称
日 時
法律相談

東側）

相談員

５日㈫ 10:30〜15:30 山中 俊介弁護士

13日㈬ 10:30〜15:30 齊藤
＊予約は当日
８時30分から

拓

弁護士

19日㈫ 10:30〜15:30 松岡 佑哉弁護士

○要予約（ ̹ ቨ 消費生活センター Tel 54‑8004）
名 称
くらしとお金の
20日㈬
安心相談会
多重債務者
28日㈭
弁護士相談
○予約不要（  י生活環境課
名 称

日 時

相談員

10:00〜16:00

消費者信用生活協同組合
八戸相談センター相談員

10:00〜15:00

岩手弁護士会所属弁護士

Tel 54‑8003）

日 時

相談員

人権相談

21日㈭ 13:30〜16:00 三河えり子委員

行政相談

７日㈭ 13:30〜16:00

■山形診療所

２月の休診日…28日㈭午後

大沢リツ子委員
大矢内利男委員

INFORMATION
広報

くじ

ǼȶȄțږ
ொǔǔᐉ
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Tel á

専 門 集 金 員 を 募 集
▶募集人員…専門集金員 １人

１月15日号

Tel á

▶勤務先…市総務部収納対策課
▶採用予定日…４月１日㈪

Tel á

▶募集方法…履歴書（JIS 規格）に写
真を添付し担当課へ提出
▶試験日…２月15日㈮13時〜
▶申込期限…２月５日㈫（当日消印有効）

Tel á
Tel á

ïࡣऀਘțխᚘțဎըȜ႘᠗ᧉᙽ
ȔȆǖȫȌǕ̉ᙚțͬᗕᧉᙽǸ
ȶȯગǾȶȹȫȆ

̤ࡣࡣۡߨဎǤǥ

収納対策課 ☎52‑2368

久慈法人会・間税会新春講演会
食物アレルギー講演会

No309

正しい知識があれば食物アレル
ギーは怖くない！

発行／久慈市 編集／総合政策部 印刷／㈲ヘイハン印刷
〠028 8030 久慈市川崎町１番１号 ☎ 0194 52 2111 ℻ 0194 52 3653

▶日時…２月３日㈰13時15分〜15時
45分 ※開場13時
▶会場…やませ土風館多目的ホール
▶参加費…無料
▶講師…もりおかこども病院 佐々木
美香 副病院長、村里智子 管理栄養士
アレルギーケア . くじ
☎080‑1820‑0175

各計画への意見を募集します
【いのち支える久慈市自殺対策計画】
▶期間…１月21日㈪〜２月１日㈮
▶閲覧場所…市役所市民ホール、元
気の泉保健推進課、山形総合支所、
各市民センター、市ホームページ
▶提出方法…記入様式に住所・氏名
を明記し、郵送かＦＡＸで提出
▶提出先…保健推進課保健係
( 旭町８−100−１）Fax 52‑3197

ホームページ
https://www.city.
kuji.iwate.jp

保健推進課

☎61‑3315

【第２次久慈市男女共同参画計画】
▶期間…１月28日㈪〜２月17日㈰
▶閲覧場所…地域づくり振興課、各
市民センター、市立図書館、市ホー
ムページ
▶提出方法…様式は自由。住所・氏
名を明記し、郵送、ＦＡＸ、メー
ルで提出
▶提出先…地域づくり振興課
（川崎町１−１） Fax 52‑3653
Mail k-turn@city.kuji.iwate.jp

地域づくり振興課 ☎52‑2116

▶日時…２月１日㈮16時30分〜18時
※講演後に賀詞交歓会を開催
▶会場…久慈グランドホテル
▶参加費…無料（交歓会費4,000円）
▶講師…平谷 美樹 氏（作家）
久慈法人会 ☎52‑2273

平庭高原スキー場まつり
▶日時…２月９日㈯11時〜19時
（花火大会は18時30分から）
▶会場…平庭高原スキー場
▶内容…スノーパークゴルフ、ビン
ゴ大会、べご汁格安販売、お年玉
付きもちまき大会など
同イベント実行委員会 ☎72‑2129

内間木洞氷筍観察会
▶日時…２月10日㈰10時〜15時
（最終受付14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、
軍手など
▶送迎バス（要予約）…【行き】
市役
所発：９時、おらほーる発：９時15分
【帰り】内間木洞発：12時
▶その他…内間木洞氷筍まつり同時
開催（小国自治会主催）
山形市民センター ☎72‑3711

地域連携フォーラムｉｎ久慈
岩手大学と久慈市の連携事例や研
究成果などについて紹介します。
▶日時…１月28日㈪15時〜18時
▶会場…久慈グランドホテル
▶参加費…無料
政策推進課 ☎52‑2115

通学区域外への就学希望
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。詳しくは問い
合わせください。
❶小学生で、両親以外が保護し、そ
の家から通学する場合
❷保護者の勤務先で保護する場合
❸指定校に該当する特別支援学級が
ない場合
❹転居をしたが、転居前の学校に就
学する場合
❺転居を予定しており、転居予定先
の学校に就学する場合
❻兄弟姉妹が通学区域外の学校に就
学している場合
❼通学距離・交通環境などから特に
配慮が必要と認められる場合
❽教育的配慮が必要と認められる場合
教育総務課 ☎52‑2154

自衛隊音楽隊演奏会
▶日時…２月10日㈰15時〜
▶会場…アンバーホール大ホール
▶出演…陸上自衛隊第９音楽隊
▶整理券配布期間…１月21日㈪〜
※１人につき５枚まで
▶整理券配布場所…生活環境課、山
形総合支所、各市民センター
生活環境課 ☎54‑8003

市民公開健康講演会
県立久慈病院
健康に役立つ情報満載の「市民
公開健康講演会」を開催します。講
演会終了後、久慈病院医師による
健康相談を行いますので、健康の
悩みや不安を相談してみませんか。

☎53‑6131

▶日時…２月20 日㈬13 時30 分〜
▶会場…アンバーホール小ホール
▶参加費…無料
▶講演内容…久慈歯科医師会、久
慈病院長・医師による講演

広報１月１日号の内容に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。
ƫお詫び
と訂正 15㌻ニーズマップの見方右下 重要改善分野⇒ 維持分野

