
　日本ユネスコ協会連盟では、投函
していない書き損じはがきによる募
金で、学校に行けない海外の子ども
たちの学習支援を実施しています。
はがき11枚でカンボジアの子どもが
学校に１カ月間通うことができます。
ご協力をお願いします。
▶�回収場所…アンバーホール、市内
の各公民館・小中学校に設置する
回収ボックス
問�久慈ユネスコ協会事務局　☎52-2700

▶科名…ＯＡ基礎科（受講無料）
▶�内容…パソコンを使った事務処理
全般の基本的技能を習得
▶期間…３月13日㈭～３カ月間
▶会場…久慈高等職業訓練校
▶定員…求職者15人
▶申込期限…２月20日㈭
問�ハローワーク久慈　☎53-3374

　市議会では、議会基本条例の素案
に対する皆さんからの意見を募集し
ています。詳しくは問い合わせくだ
さい。
▶�閲覧場所…議会図書室 ( 議会棟２
階 )、市・市議会のホームページ、
２月１日発行の議会だより
▶�提出方法…所定の様式により、持
参・郵送・ファクス・電子メール
のいずれかで提出
▶募集期限…２月14日㈮
問�議会事務局　☎52-2188

　福祉の仕事に関心のある人や就労
希望者を対象に、事業所が個別に説
明・相談を行います。参加は無料です。
▶日時…１月24日㈮13時～16時
▶会場…久慈グランドホテル
問�県社会福祉協議会　☎019-601-7061

　震災後における依存症問題の理解
と対応をテーマに、一般公開講座を
開催します。参加は無料です。
▶日時…２月１日㈯15時～16時30分
▶会場…プラザおでって（盛岡市）
問�岩手県臨床心理士会　FAX�019-694-2321

　「明るく、かしこく、たくましい
子どもを育てよう！」をテーマに実
践発表や記念講演を行います。どな
たでも参加できます。
▶日時…１月25日㈯13時30分～
▶会場…アンバーホール
問�社会文化課　☎52-2700

▶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

　

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
―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…２／12㈬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
（公用携帯）※別日程でも市総合福
祉センターで相談受付・要予約

　県では、平成26年度からの３年
間に実施する復興に向けた施策・事
業などを示した第２期復興実施計画
（１次案）の地域説明会を開催します。

問�県復興局　☎019-629-6925

　東北財務局盛岡財務事務所では、
返済できないほどの借金を抱え、お
悩みの人の相談に応じています。秘
密は厳守。気軽にご相談ください。
▶相談ダイヤル…019-622-1637
▶�受付時間…平日８時30分～17時
15分（祝日、年末年始を除く）
問�東北財務局盛岡財務事務所☎019-625-3353

■天気予報をチェック
　水道管は気温が−４℃以下になる
と凍結や破裂の恐れがあります。天
気予報や水道管凍結予報を確認して
水道管の水抜きをしましょう。
■水抜き操作の手順は
　蛇口を全開にしたまま、水抜き栓
を全閉にしましょう。
■凍結してしまったら
　解凍できない場合は市指定給水装
置工事事業者に依頼しましょう。
問�水道事業所　☎52-2189

★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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　就学する小・中学校は住所地に
よって指定されていますが、次のい
ずれかに該当する場合は就学先の変
更が認められます。詳しくは問い合
わせください。

問�総務学事課　☎52-2154

　高校や大学、各種学校などに入学・
在学する子どもを持つ家庭を対象と
した公的な融資制度です。要件など
詳しくは問い合わせください。
▶�融資額・返済期間…子ども１人に
つき300万円以内・15年以内
▶�利率…年2.35％（固定金利）※母
子家庭または世帯所得122万円以
内の場合は1.95％）
問�日本政策金融公庫八戸支店☎0178-22-6274

▶日時…２月１日㈯10時～15時
▶会場…やませ土風館
▶�対象…収入が給与や公的年金のみ
で、還付申告となる人
▶�持参するもの…①源泉徴収票②保
険などの控除証明書③社会保険 ･
医療費の領収書④印鑑⑤還付先の
口座番号の控え
問�東北税理士会久慈支部　☎53-2133

　家庭や学校、職場などの悩みに臨
床心理士が無料で相談に応じます。
▶日時…１月26日㈰９時～17時
▶相談ダイヤル…019-653-1402
問�岩手県臨床心理士会　FAX�019-694-2321

◇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
―人権相談―
◇日時…２／６㈭13時30分～16時
◇会場…山形総合支所◇相談員…人
権擁護委員（髙屋敷眞喜子委員）◇
連絡先…生活環境課☎54−8003
―行政相談―
◇日時…２／18㈫13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…行政相談委員（黒
沼正雄委員、大沢リツ子委員）◇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…２／19㈬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
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…２／27㈭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
―年金相談・予約制―
◇日時…①２／12㈬②26㈬10時30

日　　　　時 相談員
①2/5㈬１0:30～１５:30 齊 藤　 拓 弁護士

②2/１3㈭１0:30～１５:30 山 口 研 介弁護士

③2/２0㈭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 福祉のしごと地域就職フェア

お知らせ
相 談

通学区域外の就学希望

教育資金は 国の教育ローン

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料７期…… １月31日

学校給食費９期……………………………………… １月27日

県復興実施計画の説明会

募 集

久慈病院
☎ ５3-６１3１

求職者の職業能力訓練

書き損じはがきで学習支援

　12 月 25 日、久慈病院の駐車
場南東側にドクターヘリ用のヘ
リポートが完成しました。
　ドクターヘリは、特別な訓練
を受けたフライトドクターとフ
ライトナースが搭乗し、救急現
場や機内で治療を行うことがで

ヘリポートが完成！

無料でスキルアップ
▶応募職種…看護師１人程度
▶�受験資格…平成26年４月１日
現在で①55歳未満②看護師（３
月中に取得見込み含む）③普通
自動車運転免許所有者（ＡＴ限
定不可）の全てに該当する者

▶�申込方法…申込用紙は下記で交
付。郵便請求は、封筒の表に「職
員試験申込書」と朱書きし、あ
て先と郵便番号を明記して90
円切手を貼った返信用封筒（長
３）を同封すること

▶申込期限…２月５日㈬※必着
▶�試験日時…２月９日㈰10時試
験開始

▶�試験会場…特別養護老人ホーム
ぎんたらす久慈

問 久慈市社会福祉事業団 ☎61-3313
 �〒028-0014 久慈市旭町7-105-10

コース 期間 定員
PowerPointビジネス活用 2/18㈫～19㈬ 15
ブログ・Twitter 活用 2/25㈫～26㈬ 10

きる専用ヘリコプターです。
　新しいヘリポートの運用が始
まると、現在の長内町平沢地区
に比べて搬送時間を約 10 分短
縮することができるため、一刻
も早い治療が必要な重症患者の
救命率の向上が期待されます。

久慈市社会福祉事業団
看護師を募集

水道管の凍結に注意を

所得税の還付申告無料相談

▶日時…１月 28 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あり

教育委員
会議の予定 問�総務学事課

　�☎ 52-2154

議会基本条例への意見募集

　

　市は、市内94カ所の放射線
量率の測定を実施しました。
　地上高１㍍での測定結果は最
小0.04マイクロシーベルトで最
大でも0.09マイクロシーベルト。
国が定める基準0.23マイクロシー
ベルトを大幅に下回っています。

測定位置 平均値
12月測定 11 月測定

１㍍ 0.059 0.059
50㌢ 0.062 0.061
5㌢ 0.065 0.067

問�生活環境課 ☎54-8003

12 月 10・11 日実施
放射線量率の測定結果

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

日　　　　時 会場
①１/30㈭１4:30～１６:00 久慈地区合同庁舎
②2/９㈰１4:00～１５:30 中央公民館

多重債務の無料電話相談

①�両親が共働きなどの理由で、下校後、
祖父母等の家や自営業の業務先で保護
監督する場合

②指定校に特別支援学級がない場合

③�転居の場合⇒卒業または年度末まで転
居前の学校に就学

④�家の建築で転居予定の場合⇒転居予定
先の学校に就学

⑤�きょうだいが通学区域外の学校に就学
している場合

⑥�通学距離、交通環境、通学の安全等か
ら特に配慮が必要と認められる場合

⑦教育的配慮が必要と認められる場合

こころの健康電話相談

依存症を学ぶ公開講座

教育振興運動実践交流大会

　AMBER HALL

アンバーホール
・おらほーる2月 イベント

情 報

期日 イベント名 料金
９（日）
14：00~

市民芸術文化祭舞台部門
アルモニー・デュ・プランタン発表会 無

15（土）
16（日）
10：00~

市民生涯学習のつどい 無

27（木）
28（金）
14：00~

優秀映画上映会
27日「張込み」、28日「黒い画
集あるサラリーマンの証言」

有

※１月５日現在。おらほーるの予定はありません

問アンバーホール ☎52-2700

ORA・HALL

２０１4.１.１5号� 23� 広報くじ№１８9


