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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

　自賠責は、バイクを含むすべての自
動車に加入が義務付けられています。
未加入での運転は違法です。車検制度
のない２５０㏄以下のバイクは期限切れ
などに特にご注意ください。詳しくは
ホームページ（http://www.jibai.jp）
をご覧ください。

▷対象＝前年度、市の検診を受けてい
　ない次の方◇子宮がん検診…２０歳以
　上◇乳がん検診…4０歳以上
▷受診料＝◇子宮がん検診…1,２５０円
　◇乳がん検診…4０歳以上1,8５０円、５０
　歳以上1,２５０円　※乳がん検診受診
　料の違いはⅩ線検査の回数による

自賠責の加入忘れていませんか?

子宮がん・乳がん検診を行います

東北運輸局岩手運輸支局� ☎０１９−６３８−２１５５

保健推進課� ☎６１−３３１５

◇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＝11／18（火）1０
時〜1５時◇会場＝山形総合支所◇相談
員＝馬場憲也委員
—行政相談—◇日時＝11／２8（金）1０
時〜1５時◇会場＝市役所１階第３会議
室◇相談員＝落合初次郎委員
—消費者問題法律相談—◇日時＝11／
２1（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＝事前に同組合
（☎０19−6５3−０００1）に申し込みくだ
さい
—多重債務者相談—◇日時＝11／６
（木）、13（木）、２０（木）、２7（木）
1０時〜1５時◇会場＝合同庁舎5階第３
会議室◇申し込み＝各相談日の前日ま
でに久慈地方振興局消費生活相談室
（☎５3-4981）へ
—社会保険相談—◇日時＝11／17
（月）、19（水）1０時〜16時◇会場＝
アンバーホール　※年金に関する相談
も行います

無料相談のお知らせ

▷募集作品＝小説、戯曲、童話、文芸
　評論、随筆、詩、短歌、俳句、川柳
▷賞（賞金）＝市民文芸賞（5万円）、
　優秀賞（３万円）、奨励賞（２万円）
▷申し込み＝1０月31日（金）まで

　乗車券の提示で市内観光施設の割引
が受けられるお得な周遊バスです。
▷運行日＝1０月から11月２日（日）ま
　での土日祝日
▷料金＝◇大人…1,０００円◇中学生以
　下…５００円◇幼児…無料（２人まで）

募　　集
市民文芸賞の締め切り間近！

周遊観光バス運行中！

社会文化課� ☎５２−２７００

久慈市観光物産協会� ☎６６−９２００

お知らせ

日　　　　時 相談員 会　場
１１月１２日（水）
１０時３０分〜１５時３０分

渡辺正和
　弁護士

市役所１階
第３会議室

１１月２０日（木）
１３時〜１５時３０分

高橋牧夫
　弁護士

市役所２階
特別会議室

１１月２６日（水）
１０時３０分〜１５時３０分

菊池　尚
ひさし

　弁護士
市役所１階
第３会議室

—法律相談—

久慈高校の一般公開
久慈高校� ☎５５−２２１１

▷日時＝11月４日（火）14時〜
▷会場＝市長室

市長と話そう
まちづくり振興課� ☎５２−２１１６

▷日時＝1０月２２日（水）〜２8日（火）1０時
　〜16時　※土日を除きます

久慈工業高校の一般公開
久慈工業高校� ☎７８−２１２３

▷日時＝11月１日（土）、２日（日）９
　時3０分〜17時　※２日は16時まで
▷会場＝アイーナ（盛岡市）
▷内容＝◇１日…映画無料上映会ほか
　◇２日…ダニエル・カールさん講演、
　あんべ光俊さんミニライブほか

いわて環境王国展＆３R推進大会
県資源循環推進課� ☎０１９−６２９−５３６７

▷日時・会場＝1０月２6日（日）8時3０
　分〜1５時・同駐屯地（滝沢村）
▷内容＝戦車の体験搭乗（1２:3０〜14:
　3０）、音楽演奏（1２:4５〜13:２５）ほか

岩手駐屯地の一般公開
陸上自衛隊岩手駐屯地� ☎０１９−６８８−4３１１

▷出願資格＝平成２1年４月１日現在、
　満２3歳以上で社会人経験が有る方
▷受付期間＝11月4日（火）〜1０日（月）
▷選抜試験日＝11月２6日（水）

岩手大学の学生募集（社会人特別選抜）
岩手大学入試課� ☎０１９−６２１−６０６4

▷時間・会場＝９時〜16時・同センター
▷申し込み＝２週間前まで（応募多数
　の場合は抽選で決定）

パソコン研修の受講募集
久慈職業能力開発センター��☎５３−６２６１

■11／２㈰はスケート場を無料開放■

スケート・カーリング教室
県北青少年の家� ☎０１９５−２３−９５１１

火葬場を休業します
久慈広域連合総務企画課� ☎６１−３３44

▷日時＝1０月２9日（水）14時〜17時
▷会場＝久慈グランドホテル
▷講師＝東京大学教授ら専門家

海洋資源利活用の講演会を開催
久慈地方振興局企画総務部� ☎５３−4９８１

▷移転期日＝11月１日（月）
▷移転場所＝〒０２7-００５２宮古市宮町１
　丁目３番5号陸中ビル２階　※JR・
　三陸鉄道宮古駅から徒歩5分

宮古公証役場が移転します
宮古公証役場� ☎０１９３−６３−44３１

　1０月に国民生活金融公庫、農林漁業
金融公庫、中小企業金融公庫、国際協
力銀行が統合し、日本政策金融公庫に
移行しました。これまで国民生活金融
公庫が行っていた企業への事業資金融
資、国の教育ローンなどは日本政策金
融公庫で引き続き取り扱います。融資
内容の問い合わせや相談は同公庫八戸
支店へ。

金融公庫が統合しました
日本政策金融公庫八戸支店� ☎０１７８−２２−６２７4

▷日時＝11月5日（水）1０時〜1５時
▷会場＝市役所３階第１会議室
▷対象＝ねんきん特別便が届いた方
▷問い合わせ＝国保年金課、二戸社会
　保険事務所（☎０19５−２3−4111）へ

ねんきん特別便の相談会
国保年金課� ☎５２−２１１８

▷日時＝①11／４（火）1０時〜1５時②11
　／5（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

母子家庭などの無料法律相談
久慈地方振興局保健福祉環境部� ☎５３−4９８２

▷日時＝11月11日（火）1０時3０分〜1２
　時（受け付けは11時まで）
▷会場＝合同庁舎
▷内容＝補装具の交付（修理）の要否
　判定　※補装具が体に合わない場合
　は、適合判定が受けられます
▷申し込み＝1０月31日（金）まで

身体障がい者の巡回相談（整形外科）
社会福祉課� ☎５２−２１１９

▷日時＝11月8日（土）1０時〜２０時
※回答は19時以降。歯科医師より相談
者に電話します

歯や口の悩みの電話相談
岩手県保険医協会歯科部会� ☎０１９−６５１−７３4１

▷日時＝11月６日（木）1０時〜1５時
▷会場＝久慈商工会議所

中小企業取り引きの悩み相談
いわて産業振興センター� ☎０１９−６３１−３８２２

学校名 期　　間 時　間
本　校 １０／２７㈪〜３１㈮ １３：００〜１７：００
山形校 １０／２７㈪〜３１㈮ 9：００〜１５：００
長内校 １１／４㈫〜７㈮ １７：３０〜２０：３０

学部 課程 コース 募集人数

教育 生涯教育 日本語・地域文化 若干名
芸術文化 美術・デザイン 若干名

コ ー ス 期　　間 定員
エクセル基礎 １１／5㈬・6㈭ １５人
エクセル応用 １１／１２㈬・１３㈭ １５人
ワード実践活用 １１／１９㈬・２０㈭ １５人
エクセルVBA １１／２６㈬・２７㈭ １５人

期　日 内　　　容
１０／２２㈬・２３㈭ 全休

１０／２4㈮ 一部休炉　※１３時３０分
から１件のみ実施

１０／２５㈯
一部休炉　※9時３０分
から1件、１３時３０分から
１件のみ実施

コース スケート教室 カーリング教室
日　時 １１／8㈯ 9：３０〜 １１／２２㈯ 9：３０〜
費　用 保険料１００円(当日徴収)

定　員 各回先着５０人　※小学2年生
以下は保護者同伴

申し込み 各回前日まで

期　　日 受付時間 会　場

１１／４㈫ ①9：００〜１０：３０
②１２：３０〜１4：００

山形老人福
祉センター

１１／5㈬ 9：００〜１０：３０ 元気の泉
１１／6㈭〜７㈮ ①9：００〜１０：３０

②１２：３０〜１4：００ 元気の泉１１／１０㈪〜１4㈮

　今年、開館から１０周年を迎えたお
らほーるで9月２３日、記念公演「日
本各地の唄

うた

探しの旅」（市教委など
主催）を開催。約4００人の観客は地
元の小国えんぶりや伊藤多喜雄＆
TAKIOBAND のコンサートなどを
楽しみ、見事な「唄」に大きな拍手
を送っていました。
　公演の初めに全校生徒５６人でよさ
こいソーランを披露した山形中学校
の小田勇気くん（２年）は「記念の
ステージに立てて最高にうれしい。
これからも、おらほーるを地域のみ
んなで大切にしていきたい」と、「お
らほうのホール」に思いを寄せてい
ました。

ソーラン節などを熱唱した伊藤さん（中）

おらほーるで記念公演を開催
10周年に拍手喝

かっ

采
さ い

　１０月３日、本町に食の匠
たくみ

ふれあい
体験工房がオープンしました。工房
は空き店舗を活用したもので、市日
の開催に合わせて郷土料理の試食や
料理教室、工芸体験などを開催する
施設。中心市街地への誘客の期待が
込められています。
　３日に早速訪れた大谷チエさん
（洋野町）は「料理がおいしかった。
市日に合わせてまた来たい」と試食
で振る舞われた「けぇの汁」を笑顔
でほお張っていました。
　地域の魅力いっぱいの工房は２月
までの開設。毎月３と8の付く日に
開催される市日に合わせてどうぞお
越しください。問い合わせは久慈商
工会議所（☎５２−１０００）へ。

さまざまな郷土料理に来場者も興味津々

食の匠ふれあい体験工房がオープン
市日に合わせて魅力ずらり

ち
ょ
こ
っ
と
ま
ち
の
わ
だ
い

三陸鉄道25周年記念
写真コンテストの作品募集

応募は平成２１年２月２８日（土）必着
三陸鉄道㈱「写真コンテスト」係へ
〒０２７-００７６　宮古市栄町４番地

（☎０１９３-６２-８９００）

■テーマ＝三陸鉄道のある風景〜春夏秋
　冬〜
■部門＝小学生、中学生、高校生、一般
■賞＝◇大賞・１人…旅行券5万円ほか◇
　優秀賞・１人…旅行券３万円ほか◇高校
　生・一般の部門賞・若干名…旅行券１
　万円ほか◇小学生・中学生の部門賞・
　若干名…旅行券5千円ほか
■発表＝平成２１年３月下旬
■表彰式＝平成２１年４月１８日（予定）

■長内校文化祭「北斗祭」10／２９（水）・
　３0（木）1８:３0〜２0:00開催


