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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

◇本会議＝12／５（金）◇一般質問＝
12／10（水）・11（木）◇常任委員会＝
12／12（金）◇本会議＝12／17（水）

市議会定例会（予定）
議会事務局 ☎52－2188

◇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＝12／３（水）
10時～15時◇会場＝中央公民館◇相談
員＝人権擁護委員８人
―行政相談―◇日時＝12／17（水）10時
～15時◇会場＝市役所１階市民相談室
◇相談員＝川口キクヱ委員
―消費者問題法律相談―◇日時＝12／
19（金）10時～16時◇会場＝中央公民館
◇申し込み＝事前に県消費者信用生活
協同組合（☎019-653-0001）へ
―多重債務者相談―◇日時＝12／４
（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

無料相談のお知らせ

　国土交通省は12月１日現在で住生活
総合基本調査を行います。調査対象は
10月に実施した住宅・土地統計調査の
回答世帯から無作為に抽出した約60世
帯です。対象世帯には11月24日（月）
～12月７日（日）までの間に、調査員
証を持った調査員が訪問します。調査
へのご協力をお願いします。

　検察審査会は検察官の処分の善しあ
しを審査する制度です。有権者の中か
ら抽選で選ばれた審査員候補者の方に
は通知書を送付します。裁判員候補者
とは異なりますのでご注意ください。

住生活総合基本調査にご協力を

検察審査員候補者の通知書を送付

建築住宅課 ☎52－2120

二戸検察審査会 ☎0195-23-2591

お知らせ

日    時 相談員 会　場
12月10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

12月18日（木）
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

12月24日（水）
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士

―法律相談―

　ごみ収集日が祝祭日にあたった場合
は次のとおり収集します。家庭ごみの
減量、リサイクルの推進にご協力をお
願いします。
▷燃えるごみ＝祝祭日当日に収集
▷燃えないごみ・資源物＝祝祭日明け
　の平日に収集

祝祭日のごみ収集のお知らせ
市民課 ☎52－2117

　ハウスのビニル、シートなどの野
焼きや無許可の埋め立ては違法です。
ＪＡ野菜集荷施設（大川目・山形）で
回収を行いますのでご利用ください。
▷回収日＝12月１日（月）～５日（金）
▷対象＝ハウス用ビニル、遮光幕、肥
　料袋など　※ビニル類とポリエチレ
　ン類を分けて回収します
▷処理経費＝１㎏あたり40円

農業用廃プラスチックを回収します
ＪＡ新いわて久慈営農経済センター ☎52-1318

▷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

　大川目中学校（宇部澄
すみ

男
お

校長・生徒
90人）は10月29日、小さな親切運動県
本部（代表・永野勝美岩手銀行会長）
から小さな親切実行章を受章。13年
前から続けている募金活動が評価さ
れました。同校は PTA や地域住民
の協力の下、毎年２回、地域の空き
缶や空きびんを集め、その収益金を
日本ユニセフに寄付。１回目は７月、
２回目の収集は12月に行う予定です。
　代表で受章した生徒会長の前野由
香さん（３年）は「この活動で自分
たちでも世界の役に立てることが分
かった。後輩にもずっと続けていっ
てほしい」と笑顔でやりがいを話し
ていました。

笑顔を広げる前野さん（右）と宇部校長

大川目中に小さな親切実行章
長年の募金活動が評価

　滝ダム湖を運航する遊覧船の周航
式は11月６日、滝ダム上流の桟橋前
で行われました。主催する滝ダム周
辺利活用推進協議会の鹿糠光夫会長
が「観光や地域の発展の起爆剤にな
ると期待している。この地で観光客
に忘れがたい思い出を残してもらい
たい」とあいさつ。関係者によるテー
プカットの後は約50人の出席者全員
で周辺の清掃活動も行いました。
　この日は水位が足りず船を運航で
きませんでしたが、現在は通常通り
運航されています。運航は12月７日
まで。平日の乗船予約など詳しくは
㈱ヒカリ総合交通（☎52－3333）へ。
皆さんも美しい自然を船の上から楽
しんでみませんか。

紅葉と遊覧船の前でテープカット

滝ダム湖遊覧船就航式
期待を乗せていざ出発！

ち
ょ
こ
っ
と
ま
ち
の
わ
だ
い　平庭の魅力再発見等をテーマに講演

やパネルディスカッションを行います。
▷日時＝11月26日（水）13時～
▷会場＝平庭山荘

平庭高原フォーラムを開催
久慈地方振興局企画振興課 ☎53-4981

　県身体障害者福祉協会会長を講師に
招き結いっこ講演会を開催します。
▷日時＝12月６日（土）13時30分～
▷会場＝市総合福祉センター

講演会で福祉を考えよう
市社会福祉協議会 ☎53‒3380

　アカマツなどを用いた温かみのある
住宅です。是非ご覧ください。
▷日時＝◇11／28（金）13時30分～15
　時◇29（土）10時～15時◇30（日）10
　時～15時
▷会場＝大川目大橋付近

地域木材住宅の見学会
久慈地方振興局林務部 ☎53-4984

　12月１日から一部の路線を冬季運行
時刻に改正します。時刻表は11月中旬
に市内全世帯に配布します。
▷時刻改正路線＝侍浜線、川崎町循環
　線、新町循環線、根井線、山根線、
　久慈海岸線

市民バスの運行時刻を改正
まちづくり振興課 ☎52‒2116

　12月１日現在で本市の永久選挙人名
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＝12月３日（水）～７日（日）
　８時30分～17時
▷会場＝同事務局（市役所１階）

永久選挙人名簿の縦覧
市選挙管理委員会事務局 内線 472

　本県出身者のための学生寮（東京都
豊島区要町）の募集要項を配布してい
ます。詳しくは問い合わせください。
▷入寮資格＝寮から通学できる昼間の
　大学、短期大学等に入学する学生
▷入寮期間＝原則、入学から２年間
▷寮費＝月80，500円

岩手県学生会館の募集要項を配布
岩手県学生援護会 ☎03-3972-4783

―年金相談―◇日時＝①12／17（水）
10時30分～16時30分②18（木）９時～
15時◇会場＝アンバーホール

▷日時＝12月１日（月）14時～
▷会場＝市長室

募　　集
市長と話そう

まちづくり振興課 ☎52－2116

　全６回の養成講座のうち４回以上の
受講で修了書が受けられます。
▷講座期間＝12月５日（金）～翌年２
　月６日（金）までのうち６回開催
▷会場＝久慈地区合同庁舎
▷定員＝40人
▷申し込み＝11月28日（金）まで

傾聴ボランティアやってみませんか
久慈保健所 ☎53－4987

▷日時＝12月３日（水）～翌年３月25
　日（水）19時30分～21時30分
▷会場＝市民体育館
▷対象＝市内に居住または職場がある
　方（高校生以下は不可）・16チーム
▷登録料＝8,000円
▷申し込み＝11月26日（水）まで

フットサルリーグで汗を流そう
市民体育館 ☎61－3353

■レッドリボンツリー展■
▷期間＝11月25日（火）～12月２日（火）
▷会場＝ＪＲ久慈駅、やませ土風館
■休日エイズ無料検査■
　検査は採血後30分程度で結果が分か
ります。予約不要。プライバシーは厳
守します。　※感染の心配があってか
ら３カ月以上経過していること
▷日時＝12月14日（日）13時～16時
▷会場＝中央公民館

エイズ予防キャンペーン in 久慈
久慈保健所 ☎53－4987

　政府管掌健康保険は９月まで社会保
険庁で運営していましたが、10月から
は全国健康保険協会が運営しています。
現在の被保険者証はそのまま使うこと
ができます。保険給付内容もこれまで
と変わりません。詳しくはお問い合わ
せください。

政管健保の運営が変わりました
全国健康保険協会岩手支部 ☎019-604-9009

　翌年１月５日から株券の電子化が実
施される予定です。株券が電子化され
ると株主の権利は電子的に証券会社等
の金融機関の口座で管理されます。本
人名義以外の上場会社の株券をお持ち
の方は名義の書き換えをしないと株主
としての権利を失う場合があります。
本人名義以外の株券をお持ちの方は必
ず名義の書き換えを行ってください。

上場会社の株券が電子化に
株券電子化コールセンター ☎0120-77-0915

日　　　時 会　場
12月３日（水）10時～15時 市役所３階

第１会議室12月10日（水）10時～15時

　広報くじ11月１日号２ページでお知ら
せした平成19年度決算の表に誤りがあり
ました。２ページ左側の２つの表を「企
業会計」と説明しましたが、上の表は「特
別会計」です。おわびして訂正します。

おわびと訂正

▶日時＝平成21年１月11日（日）14時～
▶会場＝アンバーホール
▶対象＝昭和63年４月２日から平成元年
　４月１日までに生まれた方
市内に住民登録している対象者にはハガ
キで案内します。市外在住の方で参加を
希望する場合は12月15日（月）までに社
会文化課（☎52-2700）へご連絡ください。

成人式を開催します！

写真は昨年度の成人式
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