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★本 庁 舎　☎52－2111
★山形総合支所　☎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。

相　　談

―社会保険相談―◇日時＝①９／17
（水 )10時30分～16時30分②９／18
（木 )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＝８／27
（水 )13時～15時◇会場＝合同庁舎◇
申し込み＝前日までに久慈地方振興局
企画総務部（☎53－4981）へ

　弁護士による無料相談を行います。
▷日時＝①９月２日（火）10時～15時
　②３日（水）９時30分～14時30分
▷会場＝合同庁舎相談室
▷対象＝母子家庭の母子、寡婦、父子
　家庭の父子
▷申し込み＝事前に予約ください

　就学義務猶予免除者等を対象に中学
校卒業程度認定試験を行ないます。
▷期日・会場＝11月４日（火）・県立
　総合教育センター（花巻市）
▷願書受付期間＝８月22日（金）～９
　月９日（火）　※当日の消印有効

　農業を始めようとする方や、農業体
験を希望している方などを対象に開催。
農地の確保や資金の調達などについて
個別に相談を受け付けます。
▷日時＝９月７日（日）11時～15時
▷会場＝いわて県民情報交流センター
　アイーナ（盛岡市）　

　この会は流産や死産などで子どもを
亡くした方が集う会です。次により、
その悲しみを語り合うお話し会が開か
れます。詳しくは問い合わせください。
▷日時・会場＝９月７日（日）10時30
　分～12時30分・アイーナ（盛岡市）

▷日時＝９月、11月、翌年１月、３月の
　第１木曜日10時～15時
▷会場＝久慈商工会議所

◇本会議＝８／29（金）◇一般質問＝
９／３（水）・４（木）◇常任委員会＝
９／５（金）◇決算特別委員会＝９／
９（火）・10（水）◇本会議＝９／12（金）

■永久選挙人名簿の縦覧■
　９月１日現在で市の永久選挙人名
簿に登載されている方々の氏名、住所、
生年月日などを記載した書面の縦覧を
行ないます。
▷日時・会場＝９月３日（水）～７日
　（日）８時30分～17時・同事務局
■海区選挙人名簿の登載申請■
　岩手海区漁業調整委員会委員選挙人
名簿の登載申請を９月１日（月）～５
日（金）まで受け付けます。
▷申請できる方＝昭和63年12月６日ま
　でに生まれ、９月１日現在で市内に
　住所か事業所があり、年90日以上漁
　業に従事している方
▷名簿縦覧期間・会場＝10月20日（月）
　～11月３日（月）８時30分～17時・
　同事務局

母子家庭などの無料法律相談

中学卒業程度の認定試験

新農業人フェア in いわてを開催

子どもを亡くした悲しみを分かち合う会

中小企業取り引きの悩み相談

市議会定例会（予定）

選挙人名簿の縦覧と登載申請

久慈地方振興局福祉課 ☎53－4982

学校指導課 ☎52－2155

岩手県農業公社 ☎019‒623‒9390

ちいさなお星さまの会（県立大学内） ☎ 019‒694‒3230

いわて産業振興センター ☎019‒631‒3822

議会事務局 ☎52－2188

市選挙管理委員会 内線472

◇申し込み＝相談日当日８時30分から
市民課（☎52－2117）へ
―消費者問題法律相談―◇日時＝９／
19（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＝９／４
（木）、11（木）、18（木）、25（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
―行政相談―◇日時＝９／25（木）10時
～15時◇会場＝市役所第３会議室◇相
談員＝黒沼正雄委員
―人権相談―◇日時＝９／11（木）10時
～15時◇会場＝市役所第１会議室◇相
談員＝大橋栄太郎委員

無料相談のお知らせ

▷日時＝９月２日（火）14時～
▷会場＝市長室

　講義や体験などを通して農業の基礎
知識を学ぶことができる講座です。
▷期日＝９月25日（木）～　計５回
▷会場＝合同庁舎（予定）
▷対象＝おおむね40歳未満の方
▷申し込み＝９月５日（金）まで

▷日時・会場＝①８月26日（火）18時
　30分～・おらほーる②９月４日（木）
　18時30分～・アンバーホール
▷対象＝小学生以上
▷申し込み＝８月21日（木）まで

▷会場＝福祉の村屋内温水プール
▷対象・定員＝18歳以上・20人
▷参加料・申し込み＝◇昼コース5,000
　円・９月18日（木）まで◇夜コース
　4,000円・９月２日（火）まで

　食生活の改善活動をするボランティ
アの養成講座です。元気の泉を主会場
に講義や調理実習などを行ないます。
▷期間＝９月～10月のうち５回（４回
　以上で修了証を交付）
▷対象・定員＝おおむね65歳以下・25
　人
▷申し込み＝８月25日（月）まで
※調理実習の費用（１回500円程度）
などは受講者の自己負担になります

　建築設計などができるＪＷ－Ｃ
き ゃ ど

ＡＤ
の無料研修を開催します。

▷日時＝９月28日（日）９時～15時
▷会場＝産業技術短期大学校（矢巾町）
▷競技種目＝パソコン､洋裁、木工など
▷対象＝４月１日現在15歳以上で障害
　者手帳を持っている方など
▷申し込み＝８月25日（月）まで

▷申し込み＝２週間前まで。定員を超
　えた場合は抽選などで決定

▷期間＝９月29日（月）～10月８日（水）
▷主会場＝久慈高等職業訓練校
▷コース＝せん定、刈払い機、小型車
　両運転、竹垣、雪囲いなど
▷対象・定員＝おおむね60歳前半の高
　齢求職者・20人
▷申し込み＝９月16日（火）まで

募　　集
市長と話そう

就農支援講座の受講募集

演劇基礎ワークショップ 温水プールスイミング教室

食生活の改善活動をしませんか

パソコン無料研修（建築設計）

県障害者技能競技大会の参加募集
無料造園講習会の受講募集

まちづくり振興課 ☎52－2116

市担い手育成総合支援協議会（農政課） ☎52‒2121

おらほーる ☎72－3711 福祉の村屋内温水プール ☎53‒9292

保健推進課 ☎61－3315

久慈職業能力開発センター ☎53‒6261

岩手県雇用開発協会  ☎019‒652‒8080
久慈市シルバー人材センター ☎52‒1154

お知らせ

日    時 相談員 会　場
９月10日（水）
10時30分～15時30分

渡辺正和
　弁護士

市役所
第３会議室

９月18日（木）
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

９月24日（水）
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士

内　　容 日　時 定 員
講習Ｉ・基本 ９／ 10 ～ 11

 ・９時～ 16 時 10人

講習Ⅱ・応用 ９／ 17 ～ 18
 ・９時～ 16 時 10人

昼コース
計10回

夜コース
計８回

期日
９／19・26
10／３･10･24･31
11／７･14･21･28
※すべて金曜日

９／３･10
10／１･８･22･29
11／12･19
※すべて水曜日

時間 14:00 ～ 15:00 18:45～19:45

―法律相談―

トラバサミの使用は違法です!
　トラバサミなどの「わな」でイ
ヌやネコが捕獲される事例が発
生しています。法律により、住宅
地などでの「わな」の使用は禁止
されています。特にトラバサミの
使用は全面禁止となっており、
違反した場合は罰則が適用され
ます。見つけた場合は、久慈地
方振興局保健福祉環境部（☎53‒
4987）までご連絡ください。

速いぞ！すごいぞ！陸上競技で３人が全国大会

◆出場種目…共通男子800ｍ
◆自己ベスト…２分00秒60
◆抱負…大会でいろんな選手と一
　緒に走るのは楽しいです。全国
　大会も緊張というよりはワクワ
　ク。自己ベストの更新と入賞を
　目指して頑張ってきます。

全国中学校陸上競技大会
８月19日～21日　新潟県

◆出場種目…男子ソフトボール投
◆自己ベスト…66ｍ26㎝
◆抱負…記録が伸びると自分の
　肩が良くなっていると実感で
　きます。全国のいろんな選手と
　投げ合うのが楽しみ。70ｍ越え
　と入賞を目指して頑張ります。

全国小学生陸上競技交流大会
８月29日～30日　東京都

◆出場種目…男子５年100ｍ
◆自己ベスト…13秒66
◆抱負…頑張った分、タイムが縮
　んでいくのがうれしいです。た
　くさんの速い選手と全国大会で
　一緒に走るのが楽しみ。頑張っ
　て12秒台を出したいです。

全国小学生陸上競技交流大会
８月29日～30日　東京都

くじっ子の活躍が止まらない！県大会を勝ち抜いた３選手が全国大会に挑戦します。皆さん応援お願いします！

　休日に市税の納付や納税の相談を受
け付けます。お気軽にご相談ください。
▷日時＝８月31日（日）10時～15時
▷会場＝市役所１階・収納対策課

市税の納付・納税の相談
収納対策課 ☎52－2368

　７月１日付けで、大橋栄太郎さん
（再任・京の森・☎53－2580）が法
務大臣から人権擁護委員に委嘱され
ました。
　家庭・職場・学校での悩みや心配
事について気軽にご相談ください。
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