
★本 庁 舎　☎５２−２１１１
★総合支所　☎７２−２１１１
★宇部支所　☎５６−２１１１
★侍浜支所　☎５８−２１１１
★山根支所　☎５７−２１１１
※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
もつながります

暮らしの
お知らせ

このページでは、暮らしに役立つ
情報をお知らせします。
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相　　談

―行政相談―◇日時＝6／18（水）10時
〜15時◇会場＝市役所第３会議室◇相
談員＝黒沼正雄委員
―消費者問題法律相談―◇日時＝6／
20（金）10時〜16時◇会場＝中央公民館
◇相談員＝県消費者信用生活協同組合
の相談員◇申し込み＝事前に申し込み
ください。同組合（☎019−653−0001）
―多重債務者相談―◇日時＝6／5
（木）、12（木）、16（月）、26（木）10
時〜15時◇会場＝合同庁舎5階第３会
議室◇申し込み＝前日までに久慈地方
振興局消費生活相談室（☎53−4981）へ
―消費者110番―◇日時＝5／28（水）、
29（木）10時〜16時◇会場＝県立県民
生活センター（盛岡市）◇相談員＝弁
護士と生活相談員◇申し込み＝県立県
民生活センター（☎019−624−2586）へ
―社会保険相談―◇日時＝①6／
19（木）10時30分〜16時30分②6／20
（金）9時〜15時◇会場＝アンバーホ
ール※年金に関する相談も行います
―交通事故巡回相談―◇日時＝5／28
（水）13時〜15時◇会場＝合同庁舎◇
相談員＝県民生活センターの交通事故
相談員◇申し込み＝前日までに久慈地
方振興局総務部（☎53−4981）へ

▷日時＝平成21年３月までの毎月第３
　水曜日10時〜17時（5月は21日）
▷会場＝元気の泉
▷申し込み＝前日までに同センターへ

▷日時＝5月31日（土）13時〜16時30分
▷会場＝中央公民館
▷内容＝◇臨床心理士による講演・カ
　ウンセリング◇個別相談　
▷対象＝おおむね35歳未満の就職に悩
　んでいる方と、その保護者など
▷申し込み＝前日まで（カウンセリン
　グは先着6人）

発達障がいの無料相談

就職サポートの無料相談会

県発達障害者支援センター　☎０１9−６０１−２１１５

いわて若者サポートステーション�☎０１9−６５3−4２１０

―法律相談―◇日時・相談員＝①6／
11（水）10時30分〜15時30分・渡辺正
和弁護士②6／20（金）13時〜15時30
分・高橋牧夫弁護士③6／25（水）10
時30分〜15時30分・菊池尚

ひさし

弁護士◇会
場＝市役所第３会議室※人数に制限あ
り。◇申し込み＝相談日当日8時30分
から市民課（☎52−2117）へ
―特設人権相談―◇日時＝6／３（火）
10時〜15時◇会場＝中央公民館◇相談
員＝間加

か

壽
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子
こ

、大橋栄太郎、香木正
ただし

、
下斗米成

しげ

子
こ

、髙屋敷眞
ま
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き

子
こ

、鳥谷峯道
子、日當光男、馬場憲也、谷地從

とも

子
こ

（敬省略）

無料相談のお知らせ

▶テーマ＝男女がともに知恵と力を
　出し合って明るい社会づくりをし
　ているイメージの川柳
▶応募資格・点数＝◇市内在住・在
　勤・在学の方◇１人５点まで（未
　発表で自作のもの）
　※入賞作品には図書カードなどが
　　送られます
▶応募期間＝５月２０日（火）〜６月
　２０日（金）
▶応募方法＝住所・氏名・年齢・性
　別・電話番号を明記し、まちづく
　り振興課（☎５２−２１１６）に郵送・
　FAXまたは
　メールにて応
　募ください

男女共同参画の川柳を募集 !

　無料で自賠責保険や賠償問題などの
相談に応じています。詳しくは同セン
ターまで。

交通事故で困ったら相談を

▷日時＝6月２日（月）14時〜
▷会場＝市長室

　6月１日現在で市の永久選挙人名簿
に登載されている方の氏名、住所、生
年月日などを記載した書面の縦覧を行
います。
▷期間＝6月３日（火）〜７日（土）
　8時30分〜17時
▷会場＝同事務局（市役所２階）

　お絵かき列車は、三陸鉄道に乗り、
目的地で園児にお絵かきをしてもらう
ための列車です。（運賃は無料）
▷対象＝市内の保育園・幼稚園など
▷期間＝10月31日（金）まで

▷対象＝市内在住の方（先着5人）
▷期間＝７月４日（金）〜8月３日（日）
▷内容＝期間中に購入した商品の内容
　量が表示どおりかを検査し、記録し
　て報告する（はかりは貸与します）
▷謝金＝5,000円
▷申し込み＝6月13日（金）まで

▷応募資格＝保護者などが交通事故な
　どで死亡したり、後遺障害で働けな
　いため修学が困難な生徒・学生
▷返還方法＝学校卒業後20年間で割賦
　返済（無利子）

　本年から施行された労働契約法とパ
ートタイム労働法の説明会を行います。
▷日時＝6月20日（金）13時30分〜
▷会場＝市役所大会議室
▷定員・参加料＝100人・無料
▷申し込み＝6月6日（金）まで

▷日時＝6月5日（木）13時〜17時
▷会場＝岩手産業文化センターアピオ
　（滝沢村）
▷内容＝◇企業との個別面談◇職業相
　談◇適職診断など

　労災保険は、労働者の負傷、疾病、
死亡などに対して保険給付を行う制度
です。農業者の方も特別に加入するこ
とができます。詳しくは同署へお問い
合わせください。

　該当者に申込票を郵送しています。
5月30日（金）までに必ず返送ください。

　久慈東ロータリークラブ（下嶽毅会
長）から４月25日、市教育委員会に雑
巾200枚が寄贈されました。雑巾は同
クラブ夫人部（下斗米成

しげ

子
こ

部長代理）
が手縫いで作製。４回目の寄贈となる
今回は宇部小、小国小、繋小、侍浜中
に贈られました。

　市と商工会議所は、街なかに出店
する費用を補助します。詳しくは下
記までお問い合わせください。
■現在、事業を行っている方で、新た
　に街なかで事業を始める方を応援！
▷補助率＝出店に係る初期費用の１　
　／２以内（上限１００万円）
▷申し込み＝６月２日（月）までに
　中心市街地活性化推進室（☎５２−
　２１２3）へ
■新たに事業を始める方を応援！
▷補助率＝家賃の２／３（平成２１年
　３月まで）
▷申し込み＝久慈商工会議所（☎５２
　−１０００）

　中小企業に設備を貸与・リースしま
す。詳しくは同センターまで。
▷貸与（割賦販売）

　毎年5月から8月頃にかけて、テレ
ビの電波が乱れることがあります。電
波障害は日中に発生することが多く、
VHFの１〜３チャンネルにのみ発生
することが特徴です。通常は１〜２時
間程度で正常に戻りますが長時間続く
こともあります。原因は自然現象によ
る外国電波の飛来によるもので、完全
に防ぐことができません。皆さまのご
理解をお願いいたします。

▷研修時間・研修料・定員＝9時〜16
　時・無料・15人
▷申し込み＝２週間前まで。定員を超
　えた場合、抽選などで決定
▷内容＝◇ Excel 基礎（6／11〜12）
　◇ Excel応用（6／18〜19）◇ Word
　実践活用（6／25〜26）

▷期間＝７月３日（木）〜10月２日
　（木）9時〜15時45分
▷会場＝久慈職業訓練協会
▷内容＝パソコンやマナーなどの講習
▷対象＝おおむね35歳未満の求職者14人
▷受講料＝無料（テキスト代など別）
▷申し込み＝5月16日（金）〜6月16
　日（月）まで　

▷日時＝平成21年３月まで月１〜２回
　（全15回）9時30分〜11時30分
▷会場＝福祉の村茶室
▷対象＝市内小・中学生30人
▷参加料＝１回400円（お菓子代等）
　※フクサ、扇子をお持ちでない方は
　　別途2,100円
▷申し込み＝5月23日（金）まで

募　　集

お知らせ

市長と話そう

永久選挙人名簿を縦覧

三陸鉄道「お絵かき列車」

計量モニターを募集

交通遺児の奨学生募集

労働契約法などの説明会 いわて就職面接会

農業者のための労災保険

特定健診等の申し込みを忘れずに

中小企業に設備を貸与

電波障害にご理解を

パソコン研修の受講募集

ビジネススキルアップ講習

子供茶道教室

まちづくり振興課� ☎５２−２１１６

選挙管理委員会事務局　 内線4７２

まちづくり振興課� ☎５２−２１１６

市民課　　　　　　　☎５２−２１１７

交通遺児育英会　☎０１２０−５２−１２８６

岩手労働基準協会二戸支部　☎０１9５−２3−５５２１ ふるさといわて定住財団　☎０１9−６５3−８9７６

二戸労働基準監督署　☎０１9５−２3−4１3１

いわて産業振興センター　☎０１9−６3１−3８２１

NHK視聴者コールセンター　☎０５７０−００−3434

久慈職業能力開発センター　☎５3−６２６１

ハローワーク久慈　　☎５3−33７4

社会福祉協議会　　　☎５3−33８０

子育て支援センター（☎52-3210）

行事のお知らせ —６月前半—
◎４日㈬　赤ちゃんサロン　13:30〜15:30
◎５日㈭　うさこちゃんの部屋　11:00〜12:00
◎11日㈬　ひよこ教室　　10:00〜12:00
◎16日㈪　季節の遊び　　10:30〜11:30

マレットゴルフ大会の参加者を募集♪

街なかへの出店を応援します !

▶期間＝〜11月上旬まで
▶時間＝９時〜17時 ※受け付けは16時まで

▶料金＝一　　　般　500円（300円）　
　　　　小・中学生　350円（100円）
　　　　※（　）内は用具持ち込みでの料金
▶問い合わせ先
　　同パークゴルフ場　☎72－2９４４
　　平庭山荘　　　　　☎72－2700

平庭高原パークゴルフ場オープン

▷日時＝月〜金（祝日を除く）9時〜
　17時（12時〜13時を除く）※毎月第
　２・第４水曜日は弁護士相談日

盛岡自動車保険請求相談センター�☎０１9−６５１−449５

保健推進課　　　　　☎６１−33１５
国保年金課　　　　　☎５２−２１１８

対 象 県内に事業所・工場がある
中小企業

金利・返済期間 年２.3%・原則７年（最長１０年）
限 度 額 １００万円〜１億円

対 象
県内に事業所がある小規模企業
で従業員が２０人以下の企業（商
業・サービス業は５人以下）

リース料 ５年返済・月額 １.８６%
７年返済・月額 １.3８２%

限 度 額 １００万円〜６,０００万円

▷リース（ファイナンスリース）
ご厚志ありがとうございます

　子どもから大人まで楽しめるマレットゴルフ♪この機会にあなたも楽しんでみ
ませんか？家族や友だちを誘って気軽にご参加ください。
▶日時・会場＝６月８日（日）９時30分〜・宇部マレットカントリー
▶参加資格＝小学４年生以上の市民。チーム編成は１チーム４人。
　もちろん個人参加もＯＫです！
▶定員・参加料＝100人・無料
▶申し込み＝５月28日（水）までに社会体育課（☎52－2156）へ




