
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

　岩手県土地家屋調査士会二戸久慈
支部では、４月１日の「表示登記の
日」を記念した無料の相談会を開催
します。気軽にご利用ください。
▶日時…４月１日㈫10時～15時
▶会場…中央公民館 ３階小会議室
▶ 内容…土地の分筆・合筆・地目変

更などの登記②建物の登記③土
地・建物の調査測量④境界問題

問 県土地家屋調査士会二戸久慈支部☎59-3400

　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

▶日時…３月20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有り
問 総務学事課　☎52-2154

  
▶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

★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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　国では、商店街の団体などを対象
に、地域住民の安心・安全な生活や、
商店街のにぎわいをつくるイベント
の公募を開始しました。詳しくは問
い合わせください。
■商店街まちづくり事業
▶ 対象経費…除雪機、防犯カメラ、

街路灯の購入・設置などの経費
▶補助率・上限…２/3以内・1.5億円
■商店街活性化事業
▶ 対象経費…商店街などが行うイベ

ント経費、チラシ作成や空き店舗
対策など販売促進の経費

▶補助率・上限…100％・400万円
▶募集期限…８月15日㈮
問 商工観光課　☎52-2123

　さまざまな理由から親元で暮らす
ことができない子どもたちがいます。
　子どもが健やかに成長するために
は、温かい愛情と家庭環境の中で育
てられる必要があります。
　県では、子育てに愛情や熱意を
持って参加していただく養育里親を
募集しています。里親制度について
詳しく知りたい人は、問い合わせく
ださい。
問 県福祉総合相談センター ☎019-629-9608

　県民の森では、自然と触れ合うイ
ベントを実施しています。集合場所
は県民の森木材工芸センター（八幡
平市）です。
■４種類のきのこ植菌体験教室
▶日時…４月19日㈯10時～12時
▶定員…先着20人
▶持ち物…軍手、長靴、暖かい服装
▶参加費…1,000円
■木工教室「木で作る花器」
▶ 日時…４月20日㈰９時30分～15

時30分
▶定員…先着10人
▶持ち物…昼食、軍手など
▶参加費…2,000円
問 森林ふれあい学習館 ☎0195-78-2092

◇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…４／15㈫13時30分～16時
◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇相談員…人権擁護委員（間
加壽子委員）◇連絡先…生活環境課
☎54−8003
―行政相談―
◇日時…４／22㈫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…４／16㈬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…４／25㈮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…①４／10㈭②23㈬10時30

日　　　　時 相談員
①4/3㈭１0:30～１５:30 鈴 木 真 実 弁 護 士

②4/9㈬１0:30～１５:30 齊 藤　 拓 弁 護 士

③4/１７㈭１0:30～１５:30 長谷川博一弁 護 士

―法律相談・予約制―

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

お知らせ

相 談

土地家屋の無料相談会

募 集

　AMBER HALL

アンバーホール
・おらほーる４月 イベント

情　報

県民の森で森林環境学習
教育委員会議の予定

期日 イベント名 料金
２(水）
15：00~ 久慈高校演劇部独立公演 無

６(日）
13：30~ バ・ニッシュピアノ教室 無

13(日）
12：00~

歌の会なかま
チャリティーショー 有

※３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

　

　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0.03マイクロシーベルトで最
大でも0.07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
２月測定 １月測定

１㍍ 0.041 0.050
50㌢ 0.043 0.052
５㌢ 0.049 0.055

問 生活環境課　☎54-8003

２月 12・13 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

コース 期間 定員
新入社員 4/　8㈫～　9㈬ 15

ビジネスマナー 4/15㈫～16㈬ 15
Wordビジネス文書作成Ⅰ 4/22㈫～23㈬ 15

多重債務の無料電話相談

無料でスキルアップ

里親になりませんか

商店街の活動を助成します

　

▶�応募資格…平成 26 年４月１日現
在満 18 歳以上で市内に在住し、
撮影用カメラを持っている人。

　※�高校生は除きます
▶�募集人数…５人。原則、次の地
区ごとに１人を選出します

　①久慈・大川目②長内・宇部
　③夏井・侍浜④小久慈・山根
　⑤山形

広報リポーター
募集中！

写真を撮って、
記事を書いて、広報に
掲載してみませんか？

イベントや地域の行事などを取材する広報リポーターを募集します。
リポーターが取材・編集した記事は毎月１回、広報くじに掲載します。

▶�活動期間…平成26年３月31日まで
▶�事務経費…年額１万２千円を支
給します

▶�応募方法…４月 10 日㈭までに、
申込書を市役所２階まちづくり
振興課に提出してください

　※�申込書は同課で配布するほか、
市ＨＰにも掲載しています

　問まちづくり振興課 ☎ 52-2116

　夏井公民館(外里壽館長）が文
部科学省の優良公民館表彰を受賞
し、３月４日に同省で伝達式が行
われました。この表彰は工夫を凝
らした事業を行い、地域住民の学
習活動に大きく貢献している公民
館に贈られるもの。休耕田を活用
し開催した「泥んこサッカー大会」
が高い評価を受けました。
　同館では豊かな自然や地域の習
慣・行事に触れる参加体験型の事

業を行い、児童や生徒、地域住民
の交流に取り組んでいます。
　外里館長は「住民のニーズを的
確に把握し、地域を元気にする事
業をこれからも展開していきます」
と今後の抱負を話しました。

夏井公民館が大臣表彰

昨年７月 30 日に行われた泥んこサッカー
大会には多数のチームが参加

地域交流を促進した
体験型事業が評価

　

　市では、市ホームページへのバ
ナー広告を募集しています。募集
は随時受け付け。詳しくは、市ホー
ムページをご覧いただくか、問い
合わせください。
▶�募集枠数…12枠��※同一広告主の
複数枠の申し込みはできません

▶�広告掲載料…月額5,000円(市
内に事業所などがある企業は
3,000円）※広告掲載料は一括前納

▶�広告の規格…縦60ピクセル×
横120ピクセル

▶掲載場所…トップページ下部
問�まちづくり振興課　☎52-2116

市ＨＰに広告掲載
バナー広告を募集中

久慈病院
☎ ５3-６１3１

　久慈病院の敷地内に放置され
ている犬のふんが数ヵ所で見つ
かっています。病院には抵抗力
の弱い多くの患者さんが通院や
入院しています。また、敷地内
の庭園は、患者のリハビリ訓練
のほか、保育園児たちの散歩コー

スとしても利用されているため、
健康・衛生面で問題があります。
　ペットのふんの片付けは、飼
い主の最低限のマナー。犬の散
歩で病院敷地内への立入りはご
遠慮いただくようご理解とご協
力をお願いします。

犬の散歩はご遠慮ください
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