
－２－平成21年（2009）２月15日号－３－ 広報くじ　No.71

★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

暮らしの
お知らせ

このページでは、暮らしに役立つ
情報をお知らせします。

相　　談

　選挙人名簿の縦覧を行います。時間
は８時30分～17時まで。会場は市役所
１階選挙管理委員会事務局です。
【永久選挙人名簿の縦覧】
　３月１日現在で名簿に登載されてい
る方の氏名、住所、生年月日などを記
載した書面の縦覧を行います。
▷期間＝３月３日（火）～７日 ( 土 )
【農業委員会委員選挙人名簿の縦覧】
　農業経営者、農業従事者などで一定
の要件を満たす方を対象に１月１日現
在で調整された名簿の縦覧を行います。
▷期間＝2月23日(月)～３月９日(月)

選挙人名簿を縦覧します
選挙管理委員会事務局 内線472

■人権擁護委員の委嘱■１月１日付け
で香木正さん（再任・京の森）と上川
原勇さん（新任・夏井町）が法務大臣
から人権擁護委員に委嘱されました。
家庭や職場、学校などでの悩みや心配
事について、気軽にご相談ください。
―消費者問題法律相談―◇日時＝３／
27（金）10時～16時◇会場＝中央公民館
◇申し込み＝事前に県消費者信用生活
協同組合（☎019－653－0001）へ
―多重債務者相談―◇日時＝３／５
（木）、12（木）、19（木）、26（木）10時～15
時◇会場＝合同庁舎◇申し込み＝振興
局消費生活相談室（☎53－4981）へ
―年金相談―◇日時＝①３／11（水）10
時30分～16時30分②３／12（木）９時～
15時◇会場＝アンバーホール

無料相談のお知らせ
　農作業に使用するトラクター、耕運
機等の燃料の軽油は、振興局に申請し
て免税証を受けることにより、軽油引
取税（１㍑あたり32.1円）が課税され
ない軽油を購入できます。次により免
税証の交付申請を受け付けます。
▷日時＝２月26日（木）９時～11時30分、
　13時～16時
▷会場＝合同庁舎１階・納税相談室
▷新規で申請する際に必要なもの＝◇
　耕作証明書（農業委員会で交付）◇
　機械の販売証明書◇印鑑◇岩手県収
　入証紙400円

農業用免税軽油の免税証を交付
振興局税務室 ☎53－4986

お知らせ

日    時 相談員 会　場
３月３日（火）
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

市役所１階
第３会議室

３月11日（水）
10時30分～15時30分

渡辺正和
　弁護士

３月25日（水）
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士

―法律相談―

―人権相談・行政相談―

◇本会議＝２月23日（月）◇一般質問
＝３月４日（水）・５日（木）◇常任
委員会＝３月６日（金）◇予算特別委
員会＝３月10日（火）～12日（木）◇
本会議＝３月16日（月）

市議会定例会（予定）
議会事務局 ☎52－2188

　申告と納税は期限内に済ませましょ
う。確定申告は便利な ｅ

い ー た っ く す

－Ｔａｘ、
納税は振替納税をお勧めします。

お忘れなく！　税の申告・納付期限
久慈税務署 ☎53－4161

　市内菓子店の４種類のスウィーツが
楽しめます。車内では人形劇や折り紙
教室も開催。定員は先着40人。お早め
に申し込みください。
▷日時＝３月１日（日）久慈駅発13時
　15分、久慈駅着15時40分
▷料金＝◇中学生以上2,500円◇子ど
　も（４歳～小学生）1,500円◇親子（大
　人１人、子ども１人）3,000円

三鉄でスウィーツを楽しもう
三陸鉄道久慈駅 ☎52－0177

▷日時＝３月３日（火）14時～
▷会場＝市長室

募　　集

市長と話そう
まちづくり振興課 ☎52－2116

▷日時＝３月７日（土）９時45分～
▷会場＝県北青少年の家（二戸市）
▷部門・定員＝小学生、大人の部（中
　学生以上）・先着合計24チーム
▷編成＝１チーム９人以内（選手は７
　人）※１団体につき２チームまで

▷日時＝２月24日（火）18時30分～
▷会場＝福祉の村２階講堂

申し込みはお早めに！氷上綱引き大会

第４期介護保険事業計画の説明

県北青少年の家 ☎0195‒23‒9511

介護支援課 ☎61－1112

　野生の鳥には細菌や寄生虫などの病
原体がある場合があります。死亡した
野鳥には素手で触らないでください。
同じ場所で多くの鳥が死亡していたら
上記にご連絡ください。
■鳥インフルエンザについて…通常、
日常生活ではウィルスが人に感染する
ことは少ないと考えられています。

林業水産課 ☎52－2122

■自死遺族交流会…自殺で失った家族
への思いを分かち合う会です
▷日時＝３月１日（日）13時30分～
▷会場＝合同庁舎健康増進室
▷申し込み＝２月25日（水）まで
■こころの健康づくり活動報告会
▷日時＝３月12日（木）13時30分～
▷会場＝アンバーホール
▷申し込み＝３月５日（木）まで

「心」の健康で自殺予防
久慈保健所 ☎53－4987

素手で触らないで！　死亡した野鳥
久慈保健所 ☎53－4987

　県は県内居住・在宅で満18歳以上の
身体障がい者（視覚・聴覚障がい者、
肢体不自由者）に補助犬を無償で育
成・給付する事業を行っています。給
付申請の受け付けは３月25日（水）ま
で。詳しくは問い合わせください。

障がい者に補助犬を給付
社会福祉課 ☎52－2119

　協働に関する講演と市内のＮＰＯ法
人や団体の活動をパネルで紹介します。
▷日時＝３月７日（土）13時30分～
▷会場＝アンバーホール
▷申し込み＝事前に申し込みください

講演聴いて元気なまちづくり
まちづくり振興課 ☎52－2116

▷対象＝次のすべてに該当すること①
　市内に住所がある方の子ども②高校、
　大学、専修学校などに在学し、品行
　方正、学業優秀で心身とも健全③学
　費の支払いが困難
▷奨学金＝◇高校生…月２万円◇大学
　生（短大、専修学校含む）…月３万円
▷申し込み＝３月31日（火）まで

奨学金を貸与します
総務学事課 ☎52－2154

　４月１日から頒布予定の山形村誌第
１巻「民俗編」（3,000円）の予約を受
け付けています。予約いただいた方に
は頒布開始日以降に直接自宅に送付し
ます。皆さん、ぜひお申し込みください。
▷本の内容＝思い出深い昭和30年ころ
　までの村人の暮らしぶりが中心。懐
　かしい写真も満載です
▷受付期間＝３月31日（火）まで
▷申込方法＝市役所、山形総合支所、
　図書館などに備え付けの予約申込書
　でお申し込みください

必読！「山形村誌」予約受け付け中
山形総合支所ふるさと振興課 ☎72‒2125

　清＆絢
あや

子
こ

が歌う岩手の応援歌「どん
と来い！岩手」の替え歌を作ってみま
せんか。入賞者には賞品などをプレゼ
ント。個人、企業、団体でも応募でき
ます。詳しくは問い合わせください。
▷期間＝２月27日（金）まで（必着）

替え歌で岩手を元気にしませんか
ＩＢＣ開発センター ☎019‒651‒1201

　思春期や青年期の若者の心の特徴な
どを学ぶ講演会です。※申し込み不要
▷日時＝２月26日（木）18時30分～
▷会場＝合同庁舎６階大会議室

講演で青少年の「心」を考えよう
久慈保健所 ☎53－4987

　麦生小中学校（名古屋健校長）の
児童生徒９人が大好きな学校や風景
を描いた美しいモザイク画が12月
に完成。現在、やませ土風館で展示
されています。
　モザイク画は全５枚で、小学生が
校舎を、４人の中学生は満開の桜や
シラカバ林、花畑などの風景をそれ
ぞれ制作。子どもたちの思いがいっ
ぱいに詰まったモザイク画に連日、
多くの人が熱い視線を送っています。
会場内のノートには「涙が出た」「感
動した」など見学客から多くの感想
が寄せられています。モザイク画の
展示期間は２月25日（水）まで。皆さ
んもぜひ感動の作品をご覧ください。

モザイク画に熱い視線を送る見学客

麦生小中のモザイク画展開催中
涙を誘う感動アート

　２月３日、もぐらんぴあ（山崎毅
館長）の特別企画展「海のトリビア
展」が始まりました。展示は名前通
り「へ～」と言いたくなるような海
や魚の発見がいっぱい。おぼれる魚
や、魚の右利き左利き、意外なマン
ボウの生態などが紹介されています。
山崎館長は「体験して学べる企画展。
特に小学生までの子どもにお勧めで
す。親子で一緒に海の不思議を感じ
てほしい」と見所をアピールします。
　企画展は３月29日（日）まで。期
間中の日曜日には牛乳パックを使っ
た船作りなどの教室も開催します。
詳しくは、もぐらんぴあ（☎53－96
00）まで。皆さんも海の不思議を発
見してみませんか。

マンボウの驚きの生態に親子も注目

もぐらんぴあで企画展開催中
海の不思議が盛りだくさん
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◇申し込み＝市民課（☎52－2117）へ

相談 日    時 相談員 会　場

人権 ３月27日（金）
10時～15時

鳥谷峯道
子委員

市役所１階
第３会議室

行政 ３月24日（火）
10時～15時

川口キク
ヱ委員

市役所１階
市民相談室

申告・納付
期　　　限

振替納税の
口座振替日

所得税・贈与税 ３月16日（月） ４月22日（水）
個人事業者の消
費税・地方消費税 ３月31日（火） ４月27日（月）

広報くじ２月１日号７ページに掲載した佐々木響子ちゃんの正しい学校名は「久慈小学校」です。14
ページのおめでた・おくやみの正しい届け出期間は「12／16～１／15」です。おわびして訂正します。おわびと訂正

　長寿医療制度（後期高齢者医療制度）では、皆さんが病気やけがをしたとき
の医療費に充てるため保険料をいただいています。保険料を納めていただかな
いと制度の運営は困難です。本年度最後の保険料の納期は３月２日（月）。未
納の保険料がある方には督促状を発送しています。忘れずに納付をお願いしま
す。問い合わせは国保年金課（☎52－2118）へ。
■納付が困難な方は相談を
　　　事情により保険料の納付が難しいときはお早めに収納対策課（☎52－
　　2368）にご相談ください。
■滞納を続けると困ったことに
　　　保険料を滞納すると督促手数料や延滞金が発生する場合があります。
　　特別な事情がなく納付相談にも応じていただけない方には次のような措
　　置をとることがあります。
　　　●通常よりも有効期限が短い被保険者証の交付
　　　●いったん診療費を全額自己負担しなければならない被保険者資格証
　　　　明書の交付　※特別な事情もなく１年以上滞納した場合

後期高齢者保険料　納付は３/２まで　忘れずに！


