
　

　

　AMBER HALL　　　ORA・HALL

―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…６／12㈬10時～14時◇会
場…ジョブカフェ久慈（勤労青少年
ホーム内）◇申し込み…県社会福祉
協議会（城内）☎080-1651-6203
※別日程でも市総合福祉センターで
相談受付・要予約
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…６／27㈭10時～15時◇会
場…消費生活センター(市役所東側)�
◇相談員…岩手弁護士会所属弁護士
◇申し込み…同センター☎54-8004

　岩手県が認定した耐震診断士が、
地震に対する住宅の安全性を確認し
ます。
▶�対象…市内に対象住宅を所有する
市税などを滞納していない人
▶�対象住宅…次の全てに該当
　�①昭和56年５月31日以前に着工
され、増築などをしていない一戸
建て住宅②在来軸組工法で建築さ
れた木造２階建て以下の住宅③過
去に耐震診断を受けていない住宅
▶�診断費用…3,000円（費用３万円
のうち２万７千円を市が負担）
▶��募集件数…20件
▶�必要書類…申込書、建設年月日が
確認できる書類（固定資産家屋評
価額証明書など）
▶�募集期間…５月15日㈬～12月20
日㈮
問建築住宅課　☎52-2120

　応急手当や心肺蘇生法、ＡＥＤの
使用方法などの講習会です。
▶内容…普通救命講習Ⅰ
▶日時…６月９日㈰９時～12時
▶会場…防災センター
▶�対象…中学生以上30人（当日は印
鑑をお持ちください）　
▶申込期限…６月７日㈮
問久慈消防署　☎53-0119

３　広報くじ№１73

★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
らも掛けられます
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久慈病院
☎ ５3-６１3１

　震災からの復興を応援し、芸術文
化の創造と発展をイメージさせる岩
手芸術祭のテーマを募集します。
▶�応募資格…岩手県民、岩手県出身
または岩手県に本籍がある人
▶�応募方法…次の事項を明記し、は
がき、メールまたはＦＡＸで応募
①応募テーマ（５点以内）②氏名、
ふりがな③年齢④性別⑤職業（学
生の場合は学校名と学年）⑥住所
⑦電話番号
▶�応募先…①郵送／〒020-0023　
盛岡市内丸13-1　第66回岩手芸
術祭実行委員会事務局テーマ募集
係②メール／ geijyutsu66@iwate-
　bunshin.jp ③ FAX ／019-625-3595
▶�表彰…①優秀作／賞状及び賞金
２万円②佳作／賞金５千円
　※中学生以下の場合は図書カード
▶応募期限…５月31日㈮
▶発表…６月28日㈮
問岩手芸術祭実行委員会事務局�☎019-654-2235

▶科名…ＯＡ経理科
▶�内容…簿記会計、パソコン基本操
作、Word・Excel 操作

▶期間…６月21日㈮～３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
▶対象…求職者15人
▶受講料…無料
▶申込期限…５月24日㈮
問ハローワーク久慈　☎53-3374

　10ｍ全力歩行や最大一歩幅など、
４種目の健脚度測定で歩行能力を
確認してみませんか。測定後はウ
オーキングやストレッチなどの水
中運動教室も行います。
▶日時…６月11日㈫10時～12時
▶�場所…久慈市総合福祉センター・
屋内温水プール（福祉の村）
▶対象・定員…65歳以上・先着15人
▶参加料…500円
▶申込期限…５月31日㈮
問福祉の村屋内温水プール　☎53-9292

◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇申し込み…当日８時30分か
ら・生活環境課☎54-8003
―特設人権相談―
◇日時…６／３㈪10時～15時◇会
場…長内公民館２階◇相談員…人権
擁護委員（全委員）◇連絡先…生活
環境課☎54-8003
―行政相談―
◇日時…６／25㈫13時30分～16時
◇会場…第１会議室◇相談員…行
政相談委員（黒沼正雄委員、大矢内
利男委員）◇連絡先…生活環境課�
☎54-8003
―くらしとお金の安心相談会・予約制―
◇日時…６／19㈬10時～16時◇会
場…消費生活センター（市役所東
側）◇相談員…消費者信用生活協同
組合相談員◇申し込み…同センター�
☎54-8004
―年金相談・予約制―
◇日時…①６／10㈪②26㈬10時30
分～16時◇会場…アンバーホール
※年金番号のわかるものをご用意く
ださい◇申し込み…二戸年金事務所�
☎0195-23-4111

日　　　　時 相談員

①６/5㈬１0:30～１５:30 齊 藤　 拓 弁護士

②６/12㈬１0:30～１５:30 山 口 研 介弁護士

③６/20㈭１0:30～１５:30 工 藤 光 機弁護士

―法律相談・予約制―

税など
の納期

学校給食費1期・・・・・・・・・・・・・・・ ５月27日

軽自動車税全期・・・・・・・・・・・・・・・ ５月31日

▶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

　市議会では、議員が各地域で議
会活動の報告と市政や議会への意
見をお聴きする議会報告会を開催
します。

問議会事務局　☎52-2188

　６月１日～７日の水道週間にあわ
せて白山浄水場を一般公開します。
▶日時…６月２日㈰９時～15時

■平成25年度全国水道標語

復興の 未来と生
い の ち

命 照らす水

問水道事業所　☎52-2189

　市は、東日本大震災を踏まえた関
係法令の改正や、県地域防災計画の
修正を踏まえ、市地域防災計画・市
水防計画の内容を修正しました。
　修正した内容は、防災センターで
ご覧いただけます。詳しくはお問い
合わせください。
問消防防災課　☎52-2173

　東北労働金庫では、市との連携に
より勤労者への融資を行っています。
▶対象…市内に居住する勤労者
▶�融資内容…最高100万円・最長10
年（固定金利�年3.325％・別途、
保証料が必要）
問東北労働金庫　☎52-4700

　東日本大震災により被災した住宅
の新築・補修や宅地の復旧などを支
援するため、利子補給や補修等工事
費の補助を行います。
　補助内容や手続き方法など詳しく
はお問い合わせください。
▶�受付期間…５月15日㈬～平成26
年１月20日㈪
問建築住宅課　☎52-2120

▶日時…５月23日㈭15時30分～
▶会場…市役所３階第１会議室
※�傍聴可。日程は変更する場合があ
ります
問総務学事課　☎52-2154

無料でスキルアップ 地域防災・水防計画を修正

市内の勤労者に融資

被災住宅の再建を支援

議 会 活 動 の 報 告 会

　５月５日現在、決定している
イベントをお知らせします。

※おらほーるの予定はありません

期日 イベント名 料金

2（日）
１８：３０ 千昌夫コンサート 有

２１（金）
～２３（日） 書道協会展 有

問アンバーホール ☎52－2700

２0１3.5.１５号　２

暮らしの

このページでは、くらしに役
立つ情報をお知らせします。

情報 芸術祭テーマ懸賞募集

木造住宅を耐震診断

応急手当を学ぼう！

職 業 訓 練 の 受 講 生

　県企業局では、太陽光や水力
などのクリーンエネルギーを利
用した防犯灯などを設置するた
めに要する経費を助成していま
す。対象となる経費や申請方法
など、詳しくはお問い合わせく
ださい。
▶�対象…町内会や各種組合・組
織など、市内に事務所を置く
公共的団体等

▶�補助額…対象経費の３／４以
内（震災に関連し、地域の防
犯・防災に要すると認められ
る場合は９／10以内）・上限
200万円

▶申込期限…６月21日㈮
問県企業局経理総務室�☎019-629-6388

クリーンエネルギー
導入経費を助成します

アンバーホール
・おらほーる６月 イベント

情　報

▶日時…６月13日㈭19時開演
▶会場…アンバーホール
▶料金…無料（整理券が必要）
※�整理券は5月20日から生活環
境課、各支所、各地区公民館、
アンバーホール、おらほーる
で配布（１人５枚まで。先着順）

問生活環境課　☎54-8003

海上自衛隊
東京音楽隊演奏会

外来名 主な内容
創傷・ストーマ
しっきん外来

創のお手入れ、尿もれ
人工肛門・人工膀胱

ぴんくりぼん
外来

乳がん治療、むくみの相
談、下着やかつらの紹介

助産外来 妊婦健診、保健指導
お産プランの相談等

　久慈病院では、患者さんとご家
族が安心して快適な生活を過ごせ
るように、専門的な知識・技術を
もった看護師と助産師が担当する
看護外来を設けています。
　主な相談内容は右記のとおりで
す。どうぞご利用ください。 ※�受診時に医師と相談して予約。助産外来は

産婦人科外来でご相談ください

看護外来のご案内

健脚度をチェックしよう

コース 期間 定員

ＪＷ－ＣＡＤ基礎 6/11 ㈫・12 ㈬ 10

ＪＷ－ＣＡＤ応用 6/18 ㈫・19 ㈬ 10

ヒューマンエラー／
ポカミスの効果的防止策 6/25 ㈫・26 ㈬ 10

日時 会場

①5/30 ㈭ 18:30 ～ 長内公民館 (サンエール）

②5/30 ㈭ 18:30 ～ 小久慈公民館

③5/30 ㈭ 18:30 ～ 宇部公民館

白山浄水場を一般公開

教育委員会議の予定

お知らせ
相 談 募 集


