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危険物・消防設備の国家試験

★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

▶�会場…久慈職業能力開発センター
▶�申込期限…開始日の2週間前
問久慈職業能力開発センター　☎53−6261

　岩手県共同募金会では、被災者支
援のために実施する支え合い活動を
助成します。詳しくはお問い合わせ
ください。
▶�対象…ボランティアグループ、町
内会、ＮＰＯ法人など
▶�助成限度額…10万円
▶�申込期限…平成26年2月20日㈭
　※予算額に達した時点で終了
問久慈市社会福祉協議会　☎53−3380

　来年の桃の節句に向けて、つるし
飾りを楽しく作ってみませんか。

▶�日程…5月から2月まで月1回
▶�会場…やませ土風館・風の館
▶�定員…各コース先着25人
問久慈市観光物産協会　☎66−9200

　男声合唱団指揮者の大久保隆允氏
を講師に合唱ワークショップをアン
バーホールで開催します。
▶�日程…6月8日㈯～11月までの
10回程度
▶�対象・定員…小学生以上・40人
　※経験不問・無料
▶�申込期間…5月10日㈮～26㈰
問アンバーホール　☎52−2700

　子どもから高齢者まで気軽に楽し
めるマレットゴルフ。みんなで気持
ちのいい汗を流しませんか。
▶�日時…6月2日㈰9時～（受付8
時30分～）

▶�会場…宇部マレットカントリー
▶�対象・定員…小学4年生以上の市
民・100人

▶�部門…①団体戦／選手4人（性別
不問）②個人戦／参加者全体を通
して男子の部と女子の部を設定
▶�申込期限…5月20日㈪
問社会体育課　☎52−2156

　願書等は久慈消防署、山形分署で
配布。書面申請受付は次のとおりで
す。詳しくはお問い合わせください。
■危険物取扱者
▶�受付期間…５／７㈫～14㈫
▶�試験日…６／29㈯
▶�試験会場…防災センター
■消防設備士
▶受付期間…７／１㈪～８㈪
▶�試験日…８／25㈰
▶�試験会場…盛岡市
問久慈広域連合消防本部　☎53−0119

　岩手県看護協会では、看護の日の
イベントとして、まちの一日保健室
を開設します。保健師、助産師、看
護師による健康相談会。気軽にお越
しください。
▶�日時…5月11日㈯9時～12時
▶�会場…ジョイス久慈長内店
▶�内容…健康相談、血圧測定、健康
チェック、ハンドマッサージなど

問県看護協会久慈地区支部　☎53−6131

　あーとびる麦生では、開館期間を
通して絵画や陶芸などの企画展を開�
催しています。毎週日曜日は創作お�
絵かき教室や陶芸、七宝焼きなどの
楽しいワークショップも開催。ぜひ
お越しください。
▶�開館期間・観覧料…4月～11月
土日の10時～16時・無料

　※10人以上の団体は平日利用可
問あーとびる麦生（土日）　☎58−2429

代表・熊谷　☎52−0280

　男女共同参画サポーター養成講座
を受講して、あなたの経験や思いを
地域で活かしてみませんか。
▶�対象…20歳以上の市民
▶�日程…5月16日㈭～11月７日㈭
月1回程度・全6回
▶�会場…アイーナ（盛岡市）ほか
▶�受講料・定員…無料（テキスト代
1,500円）・県内50人

▶�申込期限…5月７日㈫
　※先着5人まで市の公用車で送迎
問子育て支援課　☎52−2169

　災害救護などの日本赤十字社の活
動は、赤十字の理念に賛同して加入
した方からいただく社資と、広く一
般の方や企業から寄せられる寄付金
に支えられています。
　同社では5月を赤十字社員増強運
動月間として、新規加入者や加入し
ている方からの社資を募集します。
皆さまのご協力をお願いします。
問社会福祉課　☎52−2119

　みんなで病院の周辺をきれいにし
ませんか。用具や油代、事故などは、
参加者の負担と責任でお願いします。
▶�日時…5月20日㈪6時～７時
　※�他の日時を希望する方は事前にご連

絡ください
問大沢貞義さん　☎090−5844−4132

　中心市街地に居住するため、他の
地域の人が次の種類の住宅を新築す
る場合、補助金を交付します。詳し
くはお問い合わせください。
■中心市街地
中央、本町、巽町一・二丁目、柏崎
一丁目、中町一・二丁目、二十八日
町、十八日町、八日町、中の橋、荒
町一・二丁目　※一部区域外

問建築住宅課　☎52−2120

　日常生活の困りごとや悩みごとな
どに弁護士が無料で相談に応じま
す。秘密は厳守。気軽にご利用くだ
さい。
▶�日時…①5月16日㈭10時～15時
②5月17日㈮9時30分～14時30
分　※予約が必要です

▶�場所…久慈地区合同庁舎
▶�対象…母子・父子家庭の親子、寡婦
問振興局保健福祉環境部　☎53−4982

　もぐらんぴあ・まちなか水族館で
は4月27日㈯から5月26日㈰まで
の間、特別企画展を開催します。こ
いのぼり水槽や「流れ藻」の観察、
ウニやホヤの味がする「海のアイス
クリーム」販売などの楽しいイベン
トをお楽しみください。
問もぐらんぴあ・まちなか水族館　☎53−9600

無料でスキルアップ

募集

つるし飾りを作ろう

日赤の社資にご協力を

市街地への住宅新築に補助

あーとびる麦生が開館中

市民マレットゴルフ大会

男女共同参画を学ぼう

合 唱 ワ ー ク シ ョ ッ プ

住民支え合い活動を助成

まちなか水族館でＧＷ企画

ま ち の 一 日 保 健 室

久慈病院の草を刈ろう

任意の
ワクチン

水痘・おたふくかぜ・Ｂ型肝炎・Ａ型肝炎・
成人の肺炎球菌・麻疹・風疹

三種混合・四種混合・二種混合（ジフテリア・破傷風）
・BCG・麻疹風疹混合・日本脳炎・Hib（ヒブ）・小児
肺炎球菌（フレベナー）・子宮頚癌・不活化ポリオ・
インフルエンザ

風疹・肝炎・四種混合

〔通所介護施設〕

久慈市駅前 ☎ 久慈市長内町 ☎

デイサービス
センター

デイサービス
センターわが家 なごみ

施設で一人ひとりに声掛けをし、
きめ細やかなサービスと家庭的
で温かい介護を行っています。

1 日無料体験を承っております
▶▶▶ご利用日はご相談下さい◀◀◀

バランスの良い昼食です
入浴もご利用できます

ておりますすすすすすす

す
す

久慈ひまわり基金
法律事務所

債務整理 相　続 離　婚
など何でもご相談下さい

営業時間　平日： ～ ：
久慈市川崎町 　YKビル1階

※要予約
TEL

23� 広報くじ№１7２

お知らせ
母子家庭等法律相談

コース 期間 定員
建築大工入門�
（プランター製作） ５／28 ㈫・29 ㈬ 10

ガーデニング基礎 ６／４㈫・５㈬ 15

コース 初回 時間 参加料
初心者
コース ５／22㈬ 14:00〜16:00 700 円

経験者
コース ５／25㈯ ９:00 〜12:00 1,000 円

種類 建設費の補助率と限度額
住　　宅 １／10・100 万円限度
兼用住宅 住宅部分の１／10・100 万円限度

賃貸住宅 １戸当たり１／10・50 万円限度
※ 10戸まで

５月 18 日㈯に久慈高校創立 70 周年記念行事を
開催します。参加を希望する卒業生や地域の方
はご連絡ください。問久慈高等学校　☎ 55-2211

久慈高校
70 周年事業

５月 10 日㈮ 13 時 30 分から認知症の人と、その介護をし
ている家族を対象に元気の泉で交流会を開催します。参
加費は無料です。問認知症の人と家族の会　☎ 72-2159

認知症の人と
家族のつどい

広報４／ 15 号
おわびと訂正

広報４月 15 日号２㌻ ｢G.Wイベント情報｣ の記事内に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。お詫びして訂正します。
久慈環境緑化まつり■会場…中町イベント広場　

●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




