
♥おめでとう （　）内は旧姓

♢誕生おめでとう （　）内は保護者名

　市では、生活環境の向上を図るた
め、浄化槽の設置費用を補助してい
ます。補助できる数には限りがあり
ます。お早めに申請してください。

▶�補助対象区域…公共下水道事業整
備区域と、漁業集落排水事業実施
区域を除いた区域

問下水道課　☎52-2152

　歯や口の中の健康に関する無料電
話相談です。歯科医師が、19時以降
に相談者に電話をして回答します。
▶�日時…４月18日㈬10時～19時
問岩手県保険医協会歯科部会　☎019-651-7341

　被災地支援として、アニメ映画を
無料上映する「東北アニメＤＥエー
ル」が開催されます。
　11時 ～16時 は ア ニ メ ワ ー ク
ショップも随時開催されます。ぜひ
ご来場ください。
▶�日時…４月８日㈰①「超劇場版ケ
ロロ軍曹３」10時30分～②「星を
追う子ども」13時30分～

▶�会場…アンバーホール
問アンバーホール　☎52-2700

　土地売買や相続、訴訟など不動産
関係の問題や悩みをご相談ください。

問岩手県不動産鑑定士協会　☎019-604-3070

浄化槽設置に補助金

ヨイ歯デー無料電話相談

アニメ映画を無料上映！

不動産の無料相談会
♦おくやみ申し上げます （　）内は年齢

２０１２.４.１号� 20

診療案内   小児科・アレルギー科・内科

久慈市長内町24-98-2
☎ 0194-75-3722

休診日： 水曜・祝日
 ４月14日は臨時
 休診日です

※日曜も
診療して
います。

先着順で国有地を売却

★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

　大震災で被災した住宅・宅地の復
興を、利子補給や補助金で支援しま
す。詳しくはお問い合わせください。

▶�対象…平成23年３月11日以降に
実施した工事など
問建築住宅課　☎52-2120

※萩ヶ丘地区住宅には説明事項があり
ます。詳しくは問い合わせください
▶�申し込み…４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

　５月から勤労青少年ホームで次の
講座を開催します。

▶�時間…18時30分～20時30分
　※ラテンエアロは19時30分まで
▶�受講資格…市内在住または市内に
勤務する35歳未満の勤労者
▶�申込期間…４月２日㈪～24日㈫
　※定員になりしだい締め切ります
問勤労青少年ホーム　☎53-2320

　利用希望者は４月16日㈪までに
各学校へお申し込みください。

▶�開放期間…平成25年３月25日㈪
まで　※年末年始を除く
▶�開放時間…①屋外運動場／５時～
７時・16時30分～19時（土日祝日
は５時～17時）②体育館／17時
～21時（土日祝日は９時～21時）

問社会体育課　☎52-2156

　財務省東北財務局盛岡財務事務所
は、先着順で国有地を売却します。
　申し込みは郵送不可。普通財産売
払申請書と住民票抄本（法人は、商
業登記簿謄本と役員一覧）を持参し、
同事務所に直接申し込みください。

▶�受付期間…４月９日㈪～６月８日
㈮
問盛岡財務事務所管財課　☎019-625-3354

▶�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

　市では、平成27年度までの交通
安全に関する施策の大綱を定めた
「第９次久慈市交通安全計画」を策
定しました。（計画の内容は、市ホー
ムページに掲載）
「交通事故を起こさない、交通事故に
あわない」という意識を持って、交
通ルールやマナーを守りましょう。
問生活環境課　☎54-8003

被災住宅の工事費補助

募集

市営住宅空きあります

青少年ホームの前期講座

学校体育施設を無料開放

狭くなったパンツやスカートのウエストは最大10㎝以上、
狭くなったジャケットの胴周りは、約４㎝出すことができます。
「体重が変化して着てない」「今の流行に合わなくて着てない」
こんなお洋服を現代的なデザインで着心地よくリサイズしませんか？
★大きいジャケットを細身に…5,250円～　★だぶだぶパンツを細身に…3,150円～　★ボタン交換…2,400円～
★パンツ・スカートウエスト±調整1,575円～　★パンツ・ジャージ裾上げ630円～　★肩パット交換…1,200円～

　　

久慈ひまわり基金
法律事務所

債務整理 相　続 離　婚債務整理 相　続 離　婚
など何でもご相談下さい

TEL 0194-61-1818
※ 要予約

営業時間　平日 9:00 ～ 17:30

久慈市川崎町12-18　YKビル１階

21� 広報くじ№１４６

お知らせ

コ　　ー　　ス 期　間 定員

ワードビジネス活用Ⅰ ５／８(火 )・９( 水 ) 15

ワードビジネス活用Ⅱ ５／ 16( 水 )・17( 木 ) 15

【開放校】小学校10校
久慈、久慈湊、長内、小久慈、夏井、
平山、侍浜小角柄分校、小国、霜畑、
来内

【開放校】中学校8校
久慈 ( ※ )、長内 ( ※ )、大川目 ( ※ )、
侍浜、宇部、三崎、山根、山形 (※)
※印…屋外運動場照明施設の設置校

無料でスキルアップ

市交通安全計画を策定

支　　援　　内　　容
１ 債務ローンの利子補給
２ 補修や耐震改修などの工事費を補助
３ のり面を保護するための工事費を補助

住　宅　名 戸数 家　　賃（月額）
川井団地 １戸 2,900 円～ 4,300 円
宇部日向地区住宅 １戸 1,700 円～ 2,600 円
萩ヶ丘地区住宅※ １戸 3,600 円～ 5,400 円

講　座　名 曜日 回数 定員
アメリカンフラワー 月 10回 20人
ラテンエアロ 月 10回 30人
浴衣着付け　※７月～ 月 3回 20人
華道 火 10回 20人
ペン習字 水 10回 20人
バドミントン 木 10回 20人
絵画 木 10回 20人
料理 金 10回 20人

区分 物　件　の　内　容

市内
●柏崎5-118-3●293.32㎡（88坪）
●最低売却価格 65万円

市外
盛岡市４件、一関市１件、釜石市１件、
岩泉町３件

浄化槽の大きさ 補助金額
�５人槽 130㎡（約 40坪）以下 �41 万円
�７人槽 130㎡（約 40坪）超 51万 4,000 円

10 人槽 台所と浴室が２カ所以上
※２世帯・大家族住宅用 68万 6,000 円

日    時 会    場

① ４／６( 金 )
10 時～ 16 時

エスポワールい
わて（盛岡市）

② ４／ 24( 火 )
10 時～ 15 時 30 分 大船渡市役所

　昨年 12 月 18 日に二子朝市の会場で撮影
した、復興の狼煙ポスターが完成しました。
　撮影参加者へのポスターの引き換えは、市
役所２階まちづくり振興課で行っています。
撮影時に配られた引換券を持参の上、お越し
ください。

問まちづくり振興課☎ 52 － 2116

復興の狼
の ろ し

煙ポスター引換中
久慈市版

４月～６月は観光キャンペーン「いわてＤＣ」
開催期間です。岩手や久慈の良さを知っても
らうため、観光客をもてなしましょう！

観光の大チャンス

いわてＤＣ
スタート !!

▶４月１日付で財政課に異動になりま
した▶広報担当４年。取材を通じて、
たくさんの人の笑顔や一生懸命な姿に
ふれさせていただきました▶失敗も
多々あり、力不足ではありましたが、
人の思いを大切にすることを心掛けて
きたつもりです▶震災後その気持ちは
より強くなりました。支え合い、奮起

する皆さんの姿から久慈市民のものすごい
力を感じ、何度も心を打たれました▶４年
間での出会いと経験は、自分の宝物です。
広報を担当できて本当に幸せでした。皆さ
ん本当にありがとうございます▶担当は離
れますが、これからも心掛けは変わりませ
ん。新しい広報担当者ともども、これから
もどうぞよろしくお願いします！（八重桜）

編
集
後
記


