3.15

ږ
2019

࢈ਂࢉ

No.313

の︒ＮＨＫ連続テレビ小説
﹁あ

なげている地域を表彰するも

ロケ地を生かして活性化につ

賞は︑全国のドラマや映画の

域大賞を受賞しました︒この

ケツーリズムアワード﹂の地

久慈市が﹁第２回観光庁ロ

ちゃんは地域に誇りを与えて

に参加した遠藤市長は﹁あま

です﹂
とアドバイス︒
セミナー

地域で生かしていくかが重要

だけではなく︑それをいかに

一会長は﹁ロケ地に選ばれる

ケツーリズム協議会の藤崎慎

参加︒講師を務めた観光庁ロ

21

高校生まちおこしワークショップ

２月23 日、高校生まちおこし
団体「INSPIRE」
が主催する「高
校生まちおこしワークショッ
プ」
をやませ土風館で開催。約40
人の高校生が参加し、中心市街
地を散策後、市街地の状況や理
想像、自分たちでできることな
グループに分かれ話し合う高校生
どを話し合いました。
参加した生徒たちからは、SNS を活用した魅力発信、卒業後のU
ターン、イベント開催・参加など高校生の目線からさまざまな意見が
発表されました。ワークショップに参加した遠藤市長は「地域づくり
には皆さんの若い力が不可欠。一緒に良い久慈市をつくっていきま
しょう」と協働の地域づくりを高校生に呼びかけました。

第２回観光庁ロケツーリズムアワード

まちゃん﹂を活用した官民一

くれた︒これからも官民一体

W S

体の活動が評価されました︒

E

となって取り組んでいきま

す﹂とロケツーリズムの推進

N

日に東京都内で行わ

れた表彰式には︑中居正剛副

を誓いました︒

全国の事例を交え
講演した藤崎会長

２月

市長らが参加︒観光庁の平岡

監督賞に輝いた
上田慎一郎監督（右）

成哲観光地域振興部長から賞

市内の小学校に、もぐらんぴあが
主役の本「ボク、もぐらんぴあ」を
プレゼント。２月 28 日には、平山
小学校で贈呈式が行われ、児童会長
の播磨星汰くんは「みんなでもぐら
んぴあを応援していきます」と感謝
の気持ちを伝えました。

28

状が送られました︒

宇部修館長から本が贈呈されました

日には︑市役所でロ

ɜȪɣɭɎȜȥɣႨɈʯ˄ʔˋʠ

50

２月

源道町内会は、
（一財）自治総
合センターが宝くじの社会貢献広
報事業として実施しているコミュ
ニティ助成事業と市の補助金を活
用し、源道コミュニティーセン
ターを建設。この施設は、各種行
事のほか、地域の拠点施設として
利用されます。
この制度は、宝くじの受託事業
収入を財源としており、地域団体
が行う活動を支援するものです。
宝くじは地域のさ
まざまな活動に役
立てられています。

ケツーリズムセミナーが開催

ණۊɈߤࢪ๘Ȧࠊ

され︑観光関係者ら約 人が

完成した源道コミュニティーセンター

官民一体の活動が評価

賞状を掲げる中居副市長（右から３人目）
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赤ちゃんサロン
法律相談 ̹

３歳児健診
年金相談 ̹
産業保健センター健康相談 ̹

子育てʠ
・ϵࢦ
健康ʠ
・ȶȄțɐʑʘɥʡ
暮らしのカレンダー
ݯ᎔ȓ
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㈰

竹下医院
菊屋薬局
みどり薬局

㈰

藤田皮膚科医院
52‑8700
クイーン薬局
53‑5505
サンケア薬局県立久慈病院前店
61‑1888

㈰

おのでら耳鼻咽喉科クリニック
61‑3387
サンケア薬局長内店 61‑3300
キング薬局
61‑1360

やませ土風館11周年感謝祭
୳ 土風館周辺
 ڗ10時〜
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53‑0022
53‑3022
61‑3911

㈰

ちだ医院
ハーモニー薬局
キング薬局

久慈春まつり
୳ 市街地周辺
 ڗ10時〜

アンバーホール・おらほーる
ア
る

61‑3366
61‑3305
61‑1360

イベント情報
イ

あなたもアーティスト▶会場…アンバーホール大ホール▶
あ
あなた
あな
な
ンバーホー
日時…13 日㈯、21 日㈰、29 日㈪、５月３日㈮〜５日㈰ 10
時〜▶料金…１人１時間 1,000 円（高校生以下 500 円）※事
 יアンバーホール Tel 52‑2700
前に予約が必要です。

乳幼児健診・相談
;  ڗ元気の泉

名 称
４・５カ月児相談

期 日

１歳児相談

9

㈪

こはくのまちの保健室
オレンジカフェ「こはく」̹
介護・福祉の仕事相談 ̹

15

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 ̹
行政相談

16

㈪

22

㈪

介護・福祉の仕事相談 ̹
法律相談 ̹

29

㈪

介護・福祉の仕事相談 ̹

受付時間

対 象

18日㈭ ９:15〜９:30 平成30年11月生まれ
18日㈭ 13:00〜13:30 平成30年９月生まれ
17日㈬ ９:00〜９:20 平成30年４月生まれ

23

30

24

㈫

おおさわ内科・胃腸科医院
61‑3033
ホソタ薬局
53‑1193
みどり薬局
61‑3911

忘れない 豊かな森と 火の怖さ
３月から５月は山火事防止運動月間です。春は空気が乾燥しやすく、
山火事が発生しやすい期間です。火の取り扱いには十分注意し、強風
時や乾燥時には野焼きなどは行わないようにしましょう。野焼きをする
 י林業水産課 Tel 52‑2122
ときは消防署に届け出が必要です。

■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 ○こころの相談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

行事の紹介

赤ちゃんサロン〜身長＆体重の計測〜
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

季節のあそび
「こどもの日の集い」
対象：３カ月〜就学前の子どもと保護者30組（要申込）

年金相談
年
（要予約）

会 場 アンバーホール

 י二戸年金事務所 Tel 0195‑23‑4111

３日㈬ 13:30〜15:00
10日㈬ 11:00〜11:20
24日㈬ 10:30〜11:30

13

㈯

あなたもアーティスト
(21日㈰、29日㈪も開催）

27

㈮

こころの相談（傾聴）

㈯

やませ土風館11周年感謝祭
୳ 土風館周辺
 ڗ10時〜

㈯

久慈春まつり
୳ 市街地周辺
 ڗ10時〜

＊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
こはくの

しあわせＳＵＮ

岩手モリヤ㈱
㈱ヤマイチ
全血献血
久慈警察署（ 駐 市役所）
山形総合支所
産業保健センター
久慈医師会
個別健康相談 （市役所分庁舎２階）

10:00〜12:00

8日㈪

13:00〜15:00

金曜日 13:30〜15:30
19日㈮ 9:30〜15:30

日時 毎週月曜 9:00〜16:00 17日㈬ 9:30〜11:30 18日㈭ 10:00〜11:00

会 場 消費生活センター
（市役所庁舎

9:00〜10:00
9:00〜10:00
11日㈭ 11:00〜12:30
14:30〜16:00
４日㈭
13:00〜15:00
18日㈭

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

平日

９:00〜17:00

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

９日㈫
９日㈫
15日㈪
19日㈮
25日㈭

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

東側）

相談員

３日㈬ 10:30〜15:30 松岡 佑哉弁護士

10日㈬ 10:30〜15:30 齊藤 拓
＊予約は当日
８時30分から

弁護士

22日㈪ 10:30〜15:30 山中 俊介弁護士

10日㈬

まずはお電話ください
（ Tel 53‑3652）

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

問 岩手県福祉人材センター Tel 080‑1651‑6203

日 時
8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

介護・福祉の仕事相談
介
（要予約）

暮らしの相談

お気軽に寄って健康相談を！（ Tel 61‑3933）

サロンたぐきり
保健センター

…暮らしの相談
…アンバーホールイベント
…おらほーるイベント
…観光イベントなど
̹ …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

産後６カ月までの母親を対象に、相談や悩みを聞くサロンを開設 ＊要予約
（ Tel 61‑1557）

日 時

㈯

20

㈮

１歳６カ月児健診
こころの相談（傾聴）
産後サロン ̹
精神保健福祉相談 ̹

…休日当番医
…休日当番薬局
…乳幼児対象の健診など
…子育て支援センター行事
…健康相談・検査・献血

下舘 慎也 くん
（６歳・長内保育園）

こころの相談（傾聴）
産後サロン

6

ƫ҄Φ

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）

大型連休前に製作やゲー
ムで楽しもう！

行 事 名

アルコール相談
多重債務者弁護士相談 ̹

小学校に行ったらサッ
カーを頑張って、サッ
カー選手になりたいな。

日時…４日㈭､18日㈭

19

26

㈭

オレンジカフェ「こはく」 しあわせＳＵＮ

季節の遊び
「こどもの日の集い」

４日㈭ 12:45〜13:30 平成27年10月生まれ

＊事前に自宅で行う目と耳の検査があります

25

㈬

健康相談・検査

ݯ י᎔ȓଇસɠʘɤʡ Tel á

19日㈮ 13:00〜13:30 平成29年９月生まれ

人権相談

今月の元気ちゃん

㈫

■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

㈭

㈮

こころの相談（傾聴）

４・５カ月児相談
６カ月児健診
年金相談 ̹
産業保健センター健康相談 ̹
介護・福祉の仕事相談 ̹

こどもの日の集い ̹

＊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

18

㈬

㈮

こころの相談（傾聴）

12

㈭

全血献血

１歳児相談
介護・福祉の仕事相談 ̹
くらしとお金の安心相談会 ̹

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
キング薬局
61‑1360

 י保健推進課 Tel 61‑3315

11

㈬

絵本の読み聞かせ
全血献血
法律相談 ̹

17

㈫

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 ̹

＊歯ブラシ持参

１歳６カ月児健診

10

㈫

子育て応援だより

＊絵本をプレゼントします

６カ月児健診

8

5

㈭

○要予約（ ̹ ቨ 消費生活センター Tel 54‑8004）
名 称
日 時
相談員
くらしとお金の
17日㈬ 10:00〜16:00
安心相談会

消費者信用生活協同組合
八戸相談センター相談員

多重債務者
25日㈭ 10:00〜15:00
弁護士相談

岩手弁護士会所属弁護士

○予約不要（  י生活環境課 Tel 54‑8003）
名 称
日 時

相談員

人権相談

18日㈭ 13:30〜16:00 日當 光男

行政相談

９日㈫ 13:30〜16:00 大沢リツ子委員

委員

INFORMATION
広報

くらしの情報

くじ

本 庁 舎
山形総合支所

☎ 52‑2111
☎ 72‑2111

滝ダム防災操作住民説明会
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

※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

４月８日㈪〜11 日㈭

久慈市市外局番【0194】

４月15日㈪〜17 日㈬

３月15日号

４月22日㈪〜23 日㈫
４月25日㈭〜26 日㈮

商品（食料品）計量モニターを募集

No313

貸与するはかりで、期間中に購入
した商品の内容量が表示通りかを検
査し、記録・報告する仕事です。
▶期間…５月11日㈯〜６月10日㈪
※５月10日㈮13時30分から説明会を開催

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

▶定員・謝金…５人・５千円
▶申込期限…４月19日㈮
生活環境課 ☎54‑8003

人間ドック利用料補助の上限額が変更
後期高齢者医療制度や40歳以上で
国民健康保険に加入されている久慈
市民へ交付する「人間ドック利用料
補助」の助成上限額を４月１日から
変更します。受診日から６カ月以内
に下記の持ち物を持参し、市民課４
番窓口で申請をお願います。
▶変更後の助成上限額…２万円
▶申請に必要な持ち物…人間ドック
の結果票、領収書、印鑑、銀行の
通帳（口座番号が分かるもの）
市民課 ☎52‑2118

都市計画公園事業の認可図書縦覧

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

久慈都市計画公園事業の事業計画
認可を変更しました。認可図書を縦
覧しています。
▶都市計画事業の種類・名称…
久慈都市計画公園事業５・５・２号
久慈市総合防災公園
▶事業施行期間…平成26年３月25日
〜2020年３月31日まで
▶事業地の所在…
久慈市旭町第７地割、源道第13地
割、夏井町大崎第３地割、第５地
割地内の各一部
▶縦覧場所…市役所都市計画課
都市計画課 ☎52‑2151

会場

対象地区

幸町
久慈地区
合同庁舎 田高１
６階 上長内１
大会議室
上長内２

▶時間…19時〜20時
▶その他…❶各世帯１人の参加をお
願いします❷各地区の都合の良い
日に参加願います❸大雨警報発表
など緊急事態の場合中止します
滝ダム管理事務所 ☎59‑3838

自動車の検査、登録手続きはお早めに
自動車の検査や登録手続きは、３
月下旬に集中し、窓口や車検場が混
雑します。車検や名義・住所の変更
などは早めの手続きをお願いします。
東北運輸局岩手運輸支局
☎050‑5540‑2010
軽自動車検査協会岩手事務所
☎050‑3816‑1833

久慈市暮らしの便利帳

あまちゃん総集編再放送！
三陸鉄道リアス線の開通を記念し
「あまちゃん」が再放送されます。
▶放送局…ＮＨＫＢＳプレミアム
▶放送日時…
３月17日㈰13時〜14時28分
（前編）
３月24日㈰13時〜14時30分
（後編）
NHK 盛岡放送局ハートプラザ
☎019‑626‑8111

消 防 団 員 募 集 中
久慈市消防団では、消防団員を募
集しています。団員は消火活動や火
災予防広報、市民の避難誘導などさ
まざまな活動をしています。あなた
も消防団の一員として、消防団活動
を始めてみませんか。
▶入団資格…市内に在住または勤務
する18歳以上で健康な人
消防防災課 ☎52‑2173

小学生〜高校生のための
夏休み海外研修交流事業
国際青少年研修協会では、９コー
際青少年 修協会
スの海外研修交流事業参加者を募集
しています。詳しくはホームページ
をご覧ください。
▶日程…７月26日㈮〜８月20日㈫のうち

市の窓口業務や各種手続き方法、
８〜18日間※コースにより異なります
施設の案内情報などをまとめた「久
▶研修先…イギリス、オーストラリア、
慈市暮らしの便利帳」を、当市と㈱サ
カナダ、シンガポール、フィジー
イネックスが官民協働で発行します。
▶内容…ホームステイ、野外活動など
３月中旬から同社が市内各事業者
へ広告掲載のご案内に伺います。
▶規格…Ａ４判冊子、フルカラー、96㌻程度
▶発行部数…約17,500部
▶発行時期…７月頃
地域づくり振興課 ☎52‑2116
㈱サイネックス ☎019‑907‑4843

▶対象…小学３年生〜高校３年生
▶参加費…36万〜65万円
▶ HP…http://www.kskk.or.jp
▶募集締切…５月24日㈮、６月７日㈮
国際青少年研修協会
☎03‑6417‑9721

患者確認にご協力を
県立久慈病院
久慈病院では患者間違いを防止
するため「患者・家族参加型の患
者確認」に取り組んでいます。
患者確認では、本人に名前をフ
ルネームで名乗っていただきます。
（同姓・同名の場合には生年月日

☎53‑6131

も確認）診察や採血、検査などす
べての場面において実施しており、
最近では自ら名乗る人も増えてき
ました。地域の皆さんの理解が深
まり、意識も高くなりつつありま
す。ご協力をお願いします。

▶開館日…４月14日㈰から11月末までの土・日曜日▶開館時間…10時〜16時▶展示内容…❶エコール・

■あーとびる
ド・エヌ久慈展、第33回冨田喜平司水彩展、児童消防ポスター展、中小路啓二メタルアート展（〜５月
麦生が開館
26日㈰まで）❷津軽の絵師鈴木秀次展（〜６月30日㈰まで）❸紫雲墨彩画展（〜７月28日㈰まで）

