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児童虐待相談員を募集
▶募集人員…児童虐待相談員兼家庭相
談員兼母子父子自立支援員：１人
▶採用日…４月１日㈪
▶勤務先…市福祉事務所子育て支援課
▶応募方法…履歴書
（ J I S 規格）
に写
真を添付し担当課へ提出
▶試験日…２月21日㈭13時〜
▶申込期限…２月15日㈮（当日消印有効）
子育て支援課 ☎52‑2169

「統計の日」標語募集
総務省では
「統計の日」
（10月18日）
の標語を募集しています。入選した
作品は「統計の日」ポスターなど各
種広報に活用されます。詳しくは問
い合わせください。
▶ＨＰ…http://www.soumu.go.jp/
toukei̲toukatsu/info/guide/
31toukei̲hyougo.html
▶申込期限…３月31日㈰
総務省政策統括官付統計企画管理官
室普及指導担当 ☎03‑5273‑1144

東北地区国立大学法人等オープンセミナー
2019年度職員採用試験の概要や業
務内容などを紹介するオープンセミ
ナーを開催します。参加は事前予約
が必要ですので、ホームページの専
用フォームから申し込みください。
▶日時…３月４日㈪14時〜16時
▶会場…岩手大学上田キャンパス学
生センター C 棟 GC２大講義室
▶ＨＰ…http://www.bureau.
tohoku.ac.jp/shiken/
東北地区国立大学法人等職員採用
試験実施委員会採用試験事務室
☎022‑217‑5676
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市民農園で野菜を作ってみませんか

お知らせ

▶場所…天神堂第37地割181番地１
▶区画…15区画（１区画45㎡）
▶対象…農地を所有していない市民
▶利用期間…貸付日〜2020年２月末
▶利用料…年間1,000円
▶申込期限…２月20日㈬
※申し込み多数の場合は、抽選とな
ります。予めご了承ください。
農政課 ☎52‑2121

二戸高等技術専門校２次募集
平成31年４月に入学する学生の２
次募集を行っています。出願書類な
ど詳しくは問い合わせください。
▶募集科…建築科（２年課程）若干名
自動車システム科（２年課程）若干名
▶応募資格…高等学校を卒業した人
（平成31年度卒業見込み含む）、高
校卒業と同等以上の学力を有する
と認められる人
▶出願期限…３月１日㈮
二戸高等技術専門校
☎0195‑23‑2227

久慈市ふるさと納税記念品を募集
ふるさと納税制度を活用して当市
へ寄付をした人へ進呈する、地元企
業の特産品を募集します。
▶条件…❶市内で製造や加工、サー
ビスなどがなされている❷市内に
本社や事業拠点があり、役員・従
業員が広報できる❸記念品の金額
は寄付金額の３割以下
▶申込期限…２月22日㈮
久慈市観光物産協会 ☎66‑9200
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市役所などの敷地が全面禁煙に
２月１日より、市役所本庁舎、市
役所分庁舎、山形総合支所、元気の
泉の４施設の敷地内が全面禁煙にな
りました。
全面禁煙の範囲は、上記4 施設の
建物、駐車場、緑地帯、車両内（来庁者
の車両を含む）となります。職員、来
庁者を含めすべての人が対象となり
ます。ご理解、ご協力をお願いします。
財政課 ☎52‑2113

結いっこ講演会にご参加を
▶日時…２月16日㈯13時30分〜15時
▶会場…総合福祉センター２階講堂
▶料金…無料（申込不要）
▶講師…岩手県身体障害者福祉協会
藤井公博 会長
▶演題…「共生社会の実現へ」
久慈市社会福祉協議会 ☎53‑3380

いきる支援セミナーを開催します
「復興に向けてのこころのケアと
地域づくり」をテーマに、ひきこも
りや自殺対策などについてのセミ
ナーを開催します。
▶日時…２月21日㈭13時30分〜16時20分
▶会場…アンバーホール小ホール
▶内容…「久慈地域におけるひきこ
もり支援について」基調講演 中
央大学山科満教授、ほか活動報告
▶申込期限…２月15日㈮
久慈保健所 ☎53‑4987
久慈市食生活改善推進員協議会 ☎ 61 3315
今月の担当：山根地区食生活改善推進員
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■材料（２人分）
カブ……………１個
厚揚げ………1/4 枚
カボチャ………100g
シメジ…1/4 パック

【1 人分…152kcal ／食塩相当量 0.6g】
水…………… 75ml こしょう………少々
牛乳………… 150ml 片栗粉……小さじ 1/2
A
みそ………小さじ 1/2 水…………小さじ 1/2
鶏がらスープの素…小さじ 1/2

{

カブは８等分のくし形に、葉は３cm の長さに、厚揚げは２cm の厚さに切る。カ
ボチャは４cm の厚さの一口大に切り、皮をまだらにむく。しめじは小房に分ける。
鍋にカボチャと水を入れて沸騰させ、弱火にして７〜８分煮込み、かぶと厚揚げ
を加えて柔らかくなるまでふたをして煮る。
シメジとカブの葉を加え、加熱する。
牛乳、みそ、鶏がらスープの素、こしょうを加え、煮立ったら A の水溶き片
栗粉を入れてとろみをつける。
野菜をじっくり煮ることで、野菜のうまみとコクが出ます。

入札等参加希望者は申請を
市では、建設工事や測量などの建
設関連業務、物品購入、業務委託な
どを発注する場合、競争入札または
随意契約を行っています。
平成 31・32 年度中に入札や見積
もりに参加を希望する場合は、申請
が必要になります。
種

別

受付期限

市営建設工事・建設関連業務 3/29 ㈮
小

規

模

工

事

2/28 ㈭

物 品 購 入 ・ 業 務 委 託 2/28 ㈭

※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
財政課 ☎ 52‑2113

久慈都市計画道路変更案の縦覧
久慈都市計画道路の区域変更案に
ついて、関係図書を縦覧します。
▶名称…３・４・２号広美町海岸線
３・４・17号久慈湊大川目線
▶期間…２月１日㈮〜14日㈭
▶会場…市役所３階都市計画課
（土日・祝日は１階日直室）
都市計画課 ☎52‑2151

岩手芸術祭巡回小・中学校美術展
県内の児童・生徒による書画など
350作品を展示します。
▶日時…２月16日㈯〜17日㈰９時〜18時
▶会場…アンバーホール１階エントランスホール
▶入場料…無料
文化課 ☎52‑2700

小 中学 生の就 学に援 助
市では、経済的理由により就学が
困難な小・中学生の保護者を対象に、
学用品費や修学旅行費、学校給食費
などを援助しています。
援助を受けるには、保護者などの
収入が一定の基準未満などの要件が
あります。
平成31年度の申請を希望する人は各
学校へ申し出てください。認定された
場合、申請月から援助対象になります。
教育総務課 ☎52‑2154

三陸国際芸術祭を各地で開催
三陸沿岸に受け継がれている郷土
芸能の魅力発信と国内外との芸能を
通じた交流などを目的に三陸各地で
イベントを実施します。
▶ＨＰ…https://sanfes.com
■オープニング
▶日時…２月９日11時〜12時
▶会場…イーストピアみやこ
▶出演…花輪鹿子踊り、クリンチ
ン・マニス（インドネシア）ほか
■宮古会場
▶日時…２月10日13時〜16時
▶会場…宮古市民文化会館大ホール
▶出演…末角神楽、小沢獅子踊り、
牛伏念仏剣舞 ほか
■八戸会場
▶日時…２月23日15時〜17時30分
▶会場…八戸まちなか広場「マチニワ」
▶出演…鮫神楽、ニュー・ズグス・グ
デュッルッ（インドネシア）ほか
三陸国際芸術祭事務局
☎0192‑22‑9830

ɇʘɵʡʀʡʐțɉɦȄ
アンバーホール ☎ 52 2700
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今回は、サキソフォックスも登場、楽しさ
も倍増すること間違いなし！ 演奏曲も「白
雪姫より『ハイ・ホー』」
「ラプソディ・イン・
ブルー」など、大人も楽しめます。
日 時／３月２日㈯13 時30 分開演（13 時開場）
会 場／アンバーホール大ホール
料 金／【全席指定】
一般2,000円、高校生以下1,000円
※友の会500円割引き
３歳未満無料
（座席が必要な場合は有料）

日 時／２月 24 日㈰ 13 時 30 分開演（13 時開場）
会 場／アンバーホール大ホール
料 金／無料（整理券なし）
出演者／市内の小学生トランペット隊、久慈管内の中
学・高校の吹奏楽部、一般の吹奏楽団
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