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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

―多重債務者相談―◇日時＝10／６
（月）、９（木）、16（木）、30（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）

▷日時＝10月１日（水）10時～15時
▷会場＝アンバーホール
▷内容＝◇権利登記、簡裁等代理権、
　債務整理、成年後見など◇電話での
　相談は（☎019-653-5320）へ
※10／１（水）～９（木）の平日は各司
法書士事務所でも無料相談を実施

　10月１日（水）から障がいのある方
を対象としたＮＨＫ放送受信料の免除
基準が次のとおり改正されます。
▷半額免除の対象者＝世帯主が次の方
　…◇視覚障がい、聴覚障がいの方◇
　身体障害者手帳１級、２級の方◇療
　育手帳Ａ判定の方◇精神障害者保健
　福祉手帳１級の方
▷全額免除の対象者＝身体障害者手帳、
　療育手帳または精神障害者保健福祉
　手帳を持つ方がいる世帯で、その世
　帯全員が市民税非課税の場合
▷申請方法＝障害者手帳と印鑑を持っ
　て社会福祉課に申請ください

　住宅の位置や高さを測量する調査で
す。宅地に立ち入ることもありますの
で皆さんのご協力をお願いします。調
査は委託して行います。調査員は身分
証明書を携帯しています。
▷調査期間＝９月24日（水）～翌年３
　月22日（日）まで
▷調査地域＝寺里、長内町（うち新築
　町）、　小久慈町（うち幸町）

▷日時・会場＝10月１日（月）～７日
　（日）９時30分～16時・同役場
※電話での相談も受け付けます

　森林を伐採するには届け出が必要で
す。忘れずに届け出をしましょう。
▷届け出時期＝伐採を始める90日から
　30日前まで
▷届け出先＝伐採する森林の所在市町村
■業者に森林の伐採を依頼する場合は、
業者に伐採届出書を提出するよう依頼
しましょう

　給水管敷設のため９月20日（土）～
10月28日（火）まで鏡岩園地（久慈渓流・
不老泉）の通行止めを行います。ご理
解、ご協力をお願いします。司法書士無料法律相談

障がいのある方のNHK受信料免除

下水道の測量調査に協力を

公正証書の無料相談会

森林を伐採する際は届け出を！

鏡岩園地を通行止めします

岩手県司法書士会久慈支部 ☎52－3533

社会福祉課 ☎52－2119

下水道課 ☎52－2152

宮古公証役場 ☎0193-63-4431

林業水産課 ☎52－2122

商工観光課 ☎52－2123

◇申し込み＝相談日当日８時30分から
市民課（☎52－2117）へ
―人権相談―◇日時＝10／27（月）10時
～15時◇会場＝市役所市民相談室◇相
談員＝日當光男委員
―社会保険相談―◇日時＝①10／22
（水）10時30分～16時30分②10／23（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
―年金・労働問題相談―◇日時＝10／
６（月）10時～16時◇会場＝アンバーホ
ール
―消費者問題法律相談―◇日時＝10／
17（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）

無料相談のお知らせ

▷日時＝10月６日（月）14時～
▷会場＝市長室

　参加無料。用具は主催者で準備し
ます。申し込みは10月７日（火）まで。
※小学生のみ参加する場合は性別不問
■市民グラウンドゴルフ大会■
▷日時＝10月11日（土）８時30分～
▷会場＝久慈川河川公園（久慈小前）
▷参加資格＝小学４年生以上
▷チーム編成＝選手６人（うち女性１
　人以上）、補欠２人の８人以内　
■市民ペタンク大会■
▷日時＝10月11日（土）12時45分～
▷会場＝久慈川河川公園（久慈小前）
▷参加資格＝小学４年生以上
▷チーム編成＝選手３人（うち女性１
　人以上）、補欠２人の５人以内

　次により研修会を開催。どなたでも
参加できます。気軽に参加ください。
▷日時＝10月８日（水）10時～15時
▷会場＝福祉の村
▷申し込み＝10月１日（水）まで

　10月１日（水）～11月10日（月）ま
で海外ボランティアを募集します。体
験談＆説明会は次のとおり開催。
▷日時＝10月５日（日）10時30分～（内
　容・シニア海外ボランティア等）、14
　時～（内容・青年海外協力隊等）
▷会場＝アイーナ（盛岡市）

▷日時＝９月30日（火）18時30分～
▷会場＝緑の村管理センター（普代村）
▷定員・参加料＝20人・無料
▷申し込み＝９月24日（水）まで

募　　集
市長と話そう

スポーツ大会の参加募集

赤十字奉仕団について学ぼう

海外ボランティアの募集と説明会

ＮＰＯ入門講座の受講募集

まちづくり振興課 ☎52－2116

社会体育課 ☎52－2156

日本赤十字社久慈市地区（社会福祉課内） ☎52-2119

国際協力機構東北支部 ☎022-223-5151

やませデザイン会議 ☎61-3229

お知らせ

日    時 相談員 会　場
10月８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

10月16日（木）
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

市役所第１
委員会室

10月22日（水）
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士
市役所
第３会議室

―法律相談―

　遠島山国有林の樹木・山野草の写真
パネルやキノコを展示して紹介します。
▷日時＝10月２日（木）～５日（日）
　９時～16時30分
▷会場＝同支署（陸中夏井駅近く）

久慈の自然と森のキノコ展
三陸北部森林管理署久慈支署 ☎53－3391

　参加無料。気軽に来場ください。
▷日時・会場＝９月27日（土）13時～
　15時30分・合同庁舎大会議室
▷内容＝◇講演「鉄が地球温暖化を防
　ぐ」（京都大学・畠山重篤教授）◇
　環境保全活動団体などの活動報告

森・川・海連携フォーラムを開催
久慈地方振興局環境課 ☎53－4987▷変更する期間＝10月１日（水）～翌

　年３月31日（火）までの日曜日、振
　り替え休日となる月曜日
▷変更後の開館時間＝10時～18時

温水プールの開館時間を変更
福祉の村屋内温水プール ☎53‒9292

▷日時＝10月１日（水）10時～15時
▷会場＝アンバーホール
▷内容＝土地・建物の登記、土地・建
　物の調査測量、境界問題など

土地家屋の無料相談
岩手県土地家屋調査士会二戸支部久慈地区 ☎52‒3730

▷日時＝９月27日（土）①10時～12時
　②14時～16時
▷会場＝やませ土風館・風の館
▷対象・定員・参加料＝小学生・先着
　20人（各回10人）・無料
▷申し込み＝９月24日（水）まで

小学生向けロボット製作教室
岩手大学地域連携推進センター ☎019-621-6683

　参加無料。気軽に参加ください。
▷日時＝９月21日（日）12時～15時
▷会場＝バッタリー村

全国縄ない選手権大会の参加募集
大会実行委員会 ☎019-652-2683

木造住宅の耐震改修に補助

申し込み＝12月15日（月）まで
建築住宅課（☎52-2120）

■対象住宅・工事＝次のすべてに該当す
　るもの◇昭和56年５月31日以前に着工
　された一戸建て木造住宅◇耐震診断の
　判定値が1.0未満の住宅で、その判定
　値を1.0以上とする耐震改修（補強）工
　事◇本年度内に完了する工事
■補助金額＝工事費（設計費等含む）の
　１／２以内で、60万円を限度
■募集件数＝１件
■必要書類＝耐震診断結果の写し、工事
　計画書、工事見積書、納税証明書等
　※詳しい内容は市ホームページに掲載

八戸・久慈自動車道整備促進住民大会
　みんなの生活のための道路です。みん
なで参加し整備への思いを届けましょ
う！
■日時＝９月28日（日）13時～15時
■会場＝ロイヤルパークカワサキ
■問い合わせ＝商工会議所（☎52‒1000）

　岩手県医師会が実施している「こども救急相談
電話」は、お子さんの病気・事故への対処や応急
処置などを夜間に相談できる窓口です。
　お子さんの急な体調不良など、
対処の仕方が分からない時に経験
豊富な看護師がアドバイスします。
どうぞご利用ください。

■相談日時＝19時～23時・無休
■短縮ダイヤル「♯8000」（ＰＨＳ、
　ダイヤル式回線電話、ＩＰ電話
　からはつながりません）

就学時健康診断を行います
来年４月に小学校に入学する幼児を対象に健康診断を行います。

入学予定校 月　　日 受付時間 会　　場
長内小 10月１日(水) 12：20～12：40 長内小
侍浜小・角柄分校 10月３日(金) 12：30～12：50 侍浜小
久慈小・枝成沢小 10月６日(月) 12：30～13：00 久慈小
久慈小 10月７日(火) 12：30～13：00 久慈小
久喜小・小袖小 10月10日(金) 12：45～13：00 久喜小
大川目小 10月15日(水) 12：35～12：50 大川目小
山形町・全８校 10月22日(水) 12：30～12：50 おらほーる
久慈湊小 10月24日(金) 12：30～12：50 久慈湊小
小久慈小・山根小 10月31日(金) 12：30～12：50 小久慈小
宇部小 11月７日(金) 12：35～12：50 宇部小
夏井小・平山小 11月11日(火) 12：30～12：50 平山小

総務学事課
(☎52-2154)

　ＮＨＫ盛岡放送局の放送開始70周年とアンバーホール開館10周年を記念し「ベストオブク
ラシック」の公開録音を行います。第一線で活躍する演奏家のコンサートを楽しめる貴重
な機会です。問い合わせはＮＨＫ盛岡放送局（☎019-626-8811）へ。

■観覧の申し込みは？■
　往復はがきの往信用裏面と返信用表面に郵便番
号、住所、氏名を記入（往信用には電話番号も）
してＮＨＫ盛岡放送局「ベストオブクラシック」
係（〒020-8555住所不要）へ。抽選で決定し１枚
で２人まで有効の入場整理券を送付します。（未
就学児の入場はご遠慮ください）
■申込期限＝10月１日（水）必着

■公開録音は？■
■日時＝10月18日（土）開場14時～、
　開演15時～
■会場＝アンバーホール
■出演＝◇サクソフォーン・林田和
　之氏◇ピアノ・北方寛丈氏
※放送予定…11月10日(月)19:30～
　21:10（ＦＭラジオ・全国放送）

NHKFM放送「ベストオブクラシック」公開録音 10/18

こども救急相談電話
☎019－605－9000




