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駐車場
完備

養老はオリジナルメニューいろいろプラス
本日おすすめメニューでガッチリ楽しめます

新年会はここで!!ご予約承り中!!新年会はここで!!ご予約承り中!!

お料理＋
　飲み放題

お一人様

3,000円コース（お料理７品）
3,500円コース（お料理８品）
4,000円コース（お料理９品）
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サッポロ生ビールをお供に
もうたまらない!!
サッポロ生ビールをお供に
もうたまらない!!

40名様までOK !　大小宴会承ります。40名様までOK !　大小宴会承ります。

♥おめでとう （　）内は旧姓

１１／１６〜１2／１５届け出分（敬称略）

♢誕生おめでとう （　）内は保護者名

任期付き県職員を募集中

★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

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

らしの
情報暮

I N F O RMAT I O N

　九戸地方育英会では、教員を目指
す人に奨学金をお貸しします。
▶�応募資格…久慈広域４市町村内に
本籍があり、４年制大学などに入
学見込みの人（在学中も可）
▶奨学金…月額３万円
▶申し込み…３月16日㈮まで
問総務学事課　☎52-2154

　国際青少年研修協会では、ホーム
ステイや文化交流、英語研修などを
行う春休み海外派遣の参加者を募集
中。詳しくは問い合わせください。
▶期間…３月25日㈰～４月５日㈭
▶派遣先…アメリカ、イギリスなど
▶対象…小学３年生～高校３年生
▶参加費…約30～44万円　
　※共通経費が別途必要です
▶申し込み…２月６日㈪まで
問国際青少年研修協会　☎03-6459-4661

▶申し込み…１月13日㈮まで
問建築住宅課　☎52-2120
問山形総合支所産業建設課　☎72-2129

　市では、市内の空き家を有効活用
するため、県外からの移住希望者に
空き家情報を提供する「空き家バン
ク」制度に取り組んでいます。
　使い道が決まっていない空き家な
どがある場合は、ぜひお知らせくだ
さい。
問交流促進課　☎52-2168

　東北森林管理局では、国有林の管
理・経営に関するアンケートへの回
答や会議に出席する国有林モニター
（数十人程度）を募集します。応募資
格など詳しくは問い合わせください。
▶任期…平成24年４月から２年間
▶�募集期間…１月４日㈬～31日㈫
問東北森林管理局　☎018-836-2274

「男と女の明日への絆」をテーマに
講演などが行われる「いわて女性の
つどい」の参加者を募集します。
▶期日…２月３日㈮
▶会場…盛岡市民文化ホール
▶参加費…1,000円（資料、昼食代）
▶�定員…先着20人（男女可。希望
者はバスで送迎します）
▶申し込み…１月11日㈬まで
問子育て支援課　☎52-2169

　総務省と経済産業省は、２月１日
現在で経済センサス活動調査を実施
します。
　今後の経済政策に役立てるための
大切な調査です。１月下旬から調査
員が調査対象の事業所に伺いますの
で、調査にご協力をお願いします。
※調査内容の秘密は厳守されます
問まちづくり振興課　☎52-2116

　発酵粗飼料用稲（ＷＣＳ用稲）と
主食用水稲では、農薬の使用方法や
収穫方法などが異なります。
　これらの違いについては、事前に
説明が必要ですので、平成24年に
ＷＣＳ用稲の作付けを考えている農
家の人はご連絡をお願いします。
問農政課　☎52-2121

　復興事業を進めるため、県では任
期付き職員を募集中です。応募資格
など、詳しくは問い合わせください。
▶職種・採用予定人数…①一般事務
20 人程度②総合土木 40 人程度

▶任用期間…平成 24 年 4 月 1 日～
平成 27 年３月 31 日（３年間）

▶一次試験の日時・会場…１月 29
日㈰受付９時～・岩手県立大学

▶申し込み…１月 13 日㈮まで
問県人事委員会　☎019-629-6241

▶時間…９時～16時
▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申し込み…２週間前まで
問久慈職業能力開発センター　☎53-6261

　県北広域振興局では、県北地域出
身者向けのホームページ「北いわて
の絆」を開設しました。県北地域に
関する、首都圏のイベントやレスト
ラン、ショップなどの情報を発信し
ます。首都圏などにお住まいの親類
や友人などへの紹介をお願いします。
インターネットの検索サイトで
「北いわての絆」で検索ください！
問振興局経営企画部　☎53-4981

　震災から学ぶ生涯学習フォーラム
を開催。復興に向けた講演のほか、
家庭と地域の絆づくりをテーマにし
たパネルディスカッションも行いま
す。入場は無料。皆さんぜひご参加
ください。
▶日時…１月28日㈯13時～
▶会場…アンバーホール
問社会文化課　☎52-2700

　まちなか水族館で冬休み特別企画
展を開催中！１月２日㈪からは新春
特別企画展も開催します。プラ板や
紙ねんど、貝がらアートなど、冬休
みの工作や自由研究に最適な体験
も。ぜひ家族で来館ください！
▶企画展開催期間…１月22日㈰まで
問もぐらんぴあ・まちなか水族館　☎53-9600

教員志望者に奨学金

募集

春休みに海外で学ぼう！

経済活動調査にご協力を

ＷＣＳの作付けは連絡を

震災から学ぶフォーラム

冬休みも家族で水族館！

市営住宅空きあります

空き家を探しています

国有林に皆さんの意見を

女性のつどいに行こう！

♦おくやみ申し上げます （　）内は年齢

１月の予防接種臨時日程のお知らせ
●下記日時で受付・接種いたします（予約不要）
●予防接種のみの受付です（一般診療はありません）
●インフルエンザワクチン以外の予防接種もいたします

①  １月１日（日曜日）
〔休日当番医〕午前９時～午後５時まで

②  １月１４日（土曜日）
午後２時半～午後５時まで

※上記以外の平日でも予防接種はしております。

休診日：1月２～４日・８～10日

１月の予防接種臨時日程のお知らせ

久慈警察署

久慈駅

クイーン
薬局様 ユニバース様
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↓ 至アンバーホール

営業時間
　AM9：00～PM7：00 
   （パーマ・カラー最終受付5：00）
休　日
　月曜日
住　所
　久慈市川崎町12－３

ヘアーパリス
久慈店

美容室
電話番号

53-0202
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カラー＋カット…￥6,800
パーマ＋カット…￥6,300

『広報くじを見た』
新年明けましておめでとうございます

（その他メニューいろいろ）

（まつげエクステは除く）

年始は1月３日（火）～年始は1月３日（火）～

2０１2.１.１号� 222３� 広報くじ№１4０

●広告掲載に関する問い合わせは㈱レーベル '�ホーム（☎�52‒0041）まで

お知らせ

住宅名 戸数 　家　賃（月額）
川 井 団 地 １戸 2,900 円〜 4,300 円

無料でスキルアップ

ＨＰ北いわての絆を開設

コ ー ス 期　間 定員
エクセル2007ビジネス活用 1／ 31㈫・2／ 1�㈬ 15
ア ク セ ス 入 門 2／ 7 ㈫・8 ㈬ 15
画 像 編 集 入 門 2／ 14㈫・15㈬ 15

今すぐ視聴準備を！

　岩手県の地上デジタル放送（地デジ）
への移行日は３月 31 日です。これま
で視聴してきたアナログ放送は、あと
３カ月で完全に終了します。
　必要なものを準備しても電波の受信
状況などによっては地デジが映らない
こともあります。直前になって困らな
いよう、今すぐ準備をしましょう。
　地デジ完全移行まで、残された時間
はわずかです。分からない点などは、
下記までご相談ください！

問デジサポ岩手�☎ 019 － 903 － 0101
問まちづくり振興課� ☎ 52 － 2116

写真はイメージです地デジ完全移行まで

あと３カ月 !!
たった

必要なものはコレ！

＋ または

■ＵＨＦアンテナ＋デジタルテレビ
■�アナログテレビを使い続ける場合は
ＵＨＦアンテナ＋デジタルチュー
ナー（チューナー内蔵録画機器）

１月９日は消防出初め式
１月９日 ( 月・祝 ) ８時 45 分からアンバーホールで
開催。分列行進（10 時～ 11 時ころ）に伴い市街地で
交通規制が行われます。ご理解ご協力をお願いします。問消防防災課☎ 52－ 2173

交通規制にご理解ご協力を

市職員 (建築、保健師 ) を募集。採用試験の申込　　期限は１月 12日 ( 木 )　問総務課☎ 52-2112


