
▶研修時間…９時～16時
▶受講料…無料（テキスト代などは実費）
▶対象者…在職中の労働者（コース
　によっては受講条件有り）
問岩手県立二戸高等技術専門校
　☎0195-23-2227

　内閣府では、６つの国際交流事業
に日本代表として参加する青年を募集
します。資格要件や試験内容など詳
しくはホームページをご覧ください。

▶ＨＰ…https://www.cao.
　　　　go.jp/koryu/
▶応募期限…３月22日㈮
問内閣府青年国際交流担当室
　☎03-6257-1434

事業名 定員 研修日程 参加費
国際社会
青年育成事業 36人 9/16㈪～

10/11㈮ 14～18万円
日本・中国青年
親善交流事業 25人 10/27㈰～

11/11㈪ 10万円程度
日本・韓国青年
親善交流事業 25人 9/16㈪～

10/4㈮ ７万円程度
「東南アジア
青年の船」事業 39人 10/21㈪

～12/14㈯ 30万円程度
「世界青年の船」

事業 120人 2020/1/11㈯
～2/22㈯ 30万円程度

｢地域コアリーダー
プログラム｣ ８人 11/13㈬～

11/30㈯ 16万円程度

 ☎
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　イベントや地域の行事などを取材
する広報リポーターを募集します。
リポーターが取材・編集した記事は
毎月１回、広報くじに掲載します。
▶応募資格…平成31年４月１日現在
　18歳以上で市内に在住し、撮影用
　デジタルカメラを所有
▶募集人数…５人
▶活動期間…2020年３月31日まで
▶事務経費…年額１万２千円
▶申込方法…申込書を提出
　※申込書は同課で配布するほか、
　ホームページにも掲載しています
▶申込期限…３月25日㈪
問地域づくり振興課　☎52-2116

　全国統一防火標語「忘れてない？　
サイフにスマホに　火の確認」
　３月１日㈮～７日㈭までの１週間
春の全国火災予防運動を実施します。
期間中は住宅や事業所などへの防火
指導を実施しますので、ご協力をお
願いします。
■ご自宅の防火習慣
　❶寝たばこは、絶対やめる！
　❷ストーブは、燃えやすいものか　
　ら離れた位置で使用する！
　❸ガスコンロのそばを離れるとき
　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

　
　国際青少年研修協会では、全国の
小中学生を対象にプログラムの参加
者を募集しています。金沢から名古
屋までを徒歩や路線バスで横断し、
伝統文化を体験し、世界文化遺産や
自然に触れ、自分で工夫することや
知恵を育む旅です。詳しくはホーム
ページをご覧ください。
▶期間…４月29日㈪～５月４日㈯　
▶行程…金沢～五箇山～白川郷～郡
　上八幡～名古屋
▶対象…小学３年生～中学３年生
▶定員…20人
▶参加費…（盛岡駅からの場合）
　小学生：８万８千円
　中学生：11万１千円
▶ＨＰ…http://www.kskk.or.jp
▶申込期限…４月５日㈮
問国際青少年研修協会
　☎03-6417-9721

　看護体験や施設見学を通して、患
者さんと触れ合い、看護の仕事や命
の大切さについて理解を深める「ふ
れあい看護体験」を開催します。詳
しくは問い合わせください。
▶実施期間…５月12日㈰～18日㈯
　※施設により期間が異なります
▶実施施設…病院、介護老人保健施
　設、訪問看護ステーションなど
▶申込締切…３月25日㈪
問岩手県看護協会ナースセンター事業部
　☎019-663-5206

　将来、看護師の業務に従事しよう
とする人に無利子の奨学金を貸し付
けます。看護師免許取得後、市内医
療機関などで貸し付けを受けた期間
に相当する期間、看護師として勤務
することにより、償還が免除されま
す。詳しくは問い合わせください。
▶対象…次のすべてに該当する人
　❶大学・看護学校に在学（入学予
　定者含む）❷同様の奨学金を受け
　ていない❸本人または保護者が市
　内に住所を有する❹保証人を２人
　立てられる
▶定員…１人（書類審査・面接試問有）
▶貸付金額…月額８万円（上限）
▶申込期限…３月19日㈫
問保健推進課　☎61-3315

　仙台国税局では、税務署などで調
査や徴収、検査、指導などを行う国
税専門官を募集しています。詳しく
はホームページをご覧ください。
▶申込期間…３月29日㈮～４月10日㈬
▶申込方法…インターネット申し込み
▶受験資格…
　❶平成元年４月２日～平成10年
　４月１日生まれの人
　❷平成10年４月２日以降に生まれ
　た人で大学を卒業した人（2020年
　３月卒業見込含む）または人事院
　が同等の資格があると認めた人
▶１次試験日…６月９日㈰
▶ＨＰ…http://www.jinji.
  go.jp/saiyo/saiyo.htm
問仙台国税局人事第二課試験研修係
　☎022-263-1111（内線3236）

在職者訓練能力開発セミナー

募  集

お知らせ

　旭町から夏井町までの道路の開通
に先がけ、福祉の村出口十字路交差
点の交通規制を変更します。
▶規制変更日…３月15日㈮７時
▶変更内容…一時停止の廃止と新設
　各２カ所
▶位置図…下図のとおり

問都市計画課　☎52-2151

　「共感から協働へ～地域の未来を
つくる人づくり～」をテーマに講演
会を行います。どなたでも参加でき
ますので、ぜひご参加ください。
▶日時…３月９日㈯13時30分～
▶会場…総合福祉センター　講堂
▶参加料…無料（要予約）
▶講師…小嶋  敦夫  氏（地域活性化
　センター　クリエイティブ事業室
　担当課長）
問地域づくり振興課　☎52-2116
　　k-turn@city.kuji.iwate.jpMail

国 税 専 門 官 採 用 試 験

広報リポーターを募集

看護師志望者に奨学金

コース名 定員 研修期間 申込期限
新入社員Ⅰ 20人 4/3㈬～4㈭ 3/14 ㈭
ビジネスマナー・接客 20人 4/10㈬～11㈭ 3/20 ㈬
第二種電気工事士
筆記試験受験準備 10人 5/13㈪～14㈫ 4/23 ㈫

Jw_cad基礎 10人 6/5㈬～6㈭ 5/15 ㈬
中堅社員 20人 6/12㈬～13㈭ 5/22 ㈬

第二種電気工事士
技能試験受験準備 10人 7/8㈪～9㈫ 6/18 ㈫

岩手県立
久慈病院元気の泉

優先道路

至　総合福祉センター
　　温水プール　↑

日本海から太平洋へ
野宿＆世界文化遺産・伝承文化体験の旅

ふ れ あ い 看 護 体 験

内閣府青年国際交流事業

春 季 全国火 災予防運 動

協働のまちづくりセミナー
「ふるさと未来づくり講演会」

福祉の村出口交差点の交通規制を変更

1容器に卵を割っておく。沸騰したお湯に酢を入れ、お玉などを使って卵を静かに　
　入れる。２～３分ほど茹でてひっくり返し、その後素早く冷水に付ける。
2寒じめホウレンソウは茹でて細かく刻む。
3だし汁を沸かして塩としょうゆで味付けをする。ナメコと2を加え、１分程度煮て
　火を止めて粗熱をとり冷ます。
4器に3を盛り中央に1（ポーチドエッグ）をのせる。

【1人分…90kcal ／食塩相当量 1.8g】■材料（２人分）

問久慈市食生活改善推進員協議会　☎ 61‒3315
  今月の担当：久慈１地区食生活改善推進員

卵はひっくり返したら素早く冷水に付け、熱を入れ過ぎないようにしましょう。

【ポーチドエッグ】
卵………………２個
酢…………大さじ３
水………………１㍑

【翡翠あん】
寒じめホウレンソウ … 75g
ナメコ………… 50g
だし汁……… 200ml

塩…………小さじ1/2
しょうゆ…小さじ 1/2

問アンバーホール　☎ 52‒2700

日　時／３月21日(木・祝)16 時開演（15 時30 分開場）
会　場／アンバーホール大ホール
料　金 ／【全席指定】※友の会500円割引
　　　　SS席　6,000 円（完売）
　　　　Ｓ席　5,000 円（完売）
　　　　Ａ席　4,000 円（残りわずか）
　　　　

日　時／４月21日㈰　　12時～16時
　　　　４月29日（月・祝）　13時～16時
　　　　５月３日（金・祝）　13時～16時
　　　　５月４日（土・祝）　12時～16時
　　　　５月５日（日・祝）　12時～16時
会　場／アンバーホール大ホール
対　象／小学生以上の市民
料　金 ／１人１時間1,000円（高校生以下500円）
申　込／電話で事前予約

※未就学児は入場できません。託児は定員
に達したため申込受付は終了しています。
ご了承願います。


