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★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
無料相談のお知らせ

日    時 相談員 会　場
４月８日（水）
10時30分～15時30分

渡辺正和
　弁護士

市役所１階
第３会議室

４月17日（金）
13時～15時30分

高橋牧夫
　弁護士

４月30日（木）
10時30分～15時30分

菊池　尚
ひさし

　弁護士

―法律相談―

募　　集

▷日時＝４月１日（水）14時～
▷会場＝市長室

市長と話そう
まちづくり振興課 ☎52－2116

　技術向上を目指して昨年５月から
計６回行われた吹奏楽クリニック。
その成果を発表する吹奏楽祭（市文
化会館主催）は２月22日、アンバー
ホールで開かれました。
　久慈地区の小学校から一般まで
240人がクラシックの名曲などを演
奏。成果を余すことなく発揮した奏
者に、約850人の観客は大きな拍手
を送りました。
　演奏した中村優

ゆ

女
め

さん（久慈中２
年）は「基礎から教えてもらい勉強
になった。今日は良い発表ができた」
と笑顔を見せていました。

成果を見せた奏者に大きな拍手

アンバーホールで吹奏楽祭
努力の結晶　音響く

　市民公開健康講演会（久慈医学談
話会主催）は２月25日、アンバーホー
ルで開催。最新の歯科治療や、病院
にかかるコツを医師らが説明しまし
た。「よりよいがん診療を受けるた
めに」と題して講演した県立久慈病
院の下沖収

おさむ

外科長は、同病院の取り
組みを紹介しながら「がん対策は進
歩している。なんとか患者の皆さん
を治してあげたい」と熱弁しました。
　聴講した野場和

かず

恵
え

さん（枝成沢）
は「がんの診療など、ためになる話
ばかり。医師の熱意も心に染みた」
と関心していました。

熱意と知識を伝えた下沖外科長

市民公開健康講演会に150人
医療の今に関心アップ

ち
ょ
こ
っ
と
ま
ち
の
わ
だ
い

　

◇申し込み＝市民課（☎52－2117）へ
―人権相談―◇日時＝４月13日（月）
13時30分～16時◇会場＝市役所１階第
３会議室◇相談員＝大橋栄太郎委員
―行政相談―◇日時＝４月21日（火）
13時30分～16時◇会場＝市役所１階第
３会議室◇相談員＝黒沼正雄委員、落
合初次郎委員
―多重債務者相談―◇日時＝４／２
（木）、９（木）、23（木）10時～15時◇
会場＝合同庁舎５階第３会議室◇申し
込み＝振興局消費生活相談室（☎53－
4981）へ
―社会保険相談―◇日時＝①４／15
（水）10時30分～16時30分②４／16（木）
９時～15時◇会場＝アンバーホール◇
問い合わせ＝二戸社会保険事務所（☎
0195‒23-4111）　※年金に関する相談
も行います
―「遺言の日」法律相談―◇日時＝４
／15（水）13時～16時◇会場＝岩手弁護
士会（盛岡市）◇内容＝相続問題など
◇問い合わせ＝岩手弁護士会法律相談
センター（☎019－623－5005）

▷受験資格＝◇昭和55年４月２日～昭
　和63年４月１日生まれの方◇昭和63
　年４月２日以降生まれの大学卒業者
　（見込み含む）と大学卒業と同等の
　資格があると認められる方
▷受付期間＝４月１日（水）～14日（火）
▷１次試験日＝６月14日（日）
▷採用予定者数＝全国で1,000人程度

国税専門官採用試験
仙台国税局人事第二課 ☎022-263-1111

▷受験資格＝昭和55年４月２日以降に
　生まれた方
▷受付期間＝4月1日（水）～10日（金）
▷１次試験日＝５月17日（日）
▷採用予定者数＝◇事務系47人◇技術
　系20人

東北地区大学法人職員採用試験
採用試験事務室（東北大学内） ☎022‒217‒5676

　モニターの内容はアンケートへの回
答など。謝礼金も支払われます。
▷委嘱期間＝６月１日～翌年３月末
▷募集人数＝120人
▷応募資格＝電気通信サービスに関心
　のある東北６県在住の20歳以上の方
　※総務省、電気通信事業所に勤務経
　験のある方とその家族を除く
▷募集期間＝４月３日（金）まで

やってみませんか？電気通信モニター
東北総合通信局 ☎022‒221‒0628

　募集は４月１日（水）～５月18日（月）
まで。詳しくは問い合わせください。
【青年海外協力隊】
▷応募資格＝５月18日現在で20歳～39
　歳までの日本国籍を持つ方
▷募集人数＝1,400人程度
▷説明会の日時・会場＝①４／８（水）
　18時30分～・マリオス（盛岡市）②
　４／19（日）17時～・マリオス（盛岡
　市）
【シニア海外ボランティア】
▷応募資格＝５月18日現在で40歳～69
　歳までの日本国籍を持つ方
▷募集人数＝500人程度
▷説明会の日時・会場＝４／19（日）
　14時～・マリオス（盛岡市）

求む！　海外ボランティア
青年海外協力協会 ☎022‒223‒4772

▷受験資格＝◇昭和55年４月２日～昭
　和63年４月１日生まれの方◇昭和63
　年４月２日以降生まれの大学卒業者
　（見込み含む）と大学卒業と同等の
　資格があると認められる方。または
　短期大学、高等専門学校卒業者（見
　込み含む）と、それと同等の資格が
　あると認められる方
▷受付期間＝４月１日（水）～14日（火）
▷１次試験日＝６月14日（日）
▷採用予定者数＝◇教官Ａ（男子）90
　人程度◇教官Ｂ（女子）25人程度

法務教官採用試験
人事院東北事務局 ☎022‒221‒2022

　４月１日の「表示登記の日」を記念
した相談会です。この機会に悩みなど
を相談ください。
▷日時＝４月１日（水）10時～15時
▷会場＝アンバーホール
▷内容＝◇土地の文筆、地目変更◇土
　地、建物の調査測量◇境界問題など

土地家屋の無料相談
県土地家屋調査士会久慈地区 ☎52‒3730

　解雇やいじめ、労働条件など職場ト
ラブルの相談を通年で受け付けていま
す。二戸労働基準監督署（☎0195-23-
4131）、ハローワーク久慈（☎53-3374）
でも相談に応じます。気軽にご相談く
ださい。

職場トラブルは相談を
岩手労働局総合労働相談コーナー ☎0120‒980‒783

　歯や口に関する悩みの無料相談です。
相談を受け付けた後、歯科医師が相談
者に折り返し電話して回答します。
▷日時＝４月17日（金）10時～20時
　※回答は19時以降

ヨイ歯デーのテレホン相談
岩手県保険医協会 ☎019‒651‒7341

お知らせ

　例年４月１日～５月20日としていた
労働保険等の年度更新申告・納付期間
が平成21年度から変更になります。変
更後の期間は６月１日～７月10日です。
ご注意ください。

労働保険の申告・納付６月から
岩手労働局 ☎019-604-3003

　県住宅供給公社は３月31日で解散し
ます。解散後も当面は、現在の事務所
（盛岡市）で清算業務を行います。

県住宅供給公社が解散します
県住宅供給公社 ☎019-652-1110

　４月１日から開館時間と休館日が次
のとおり変更になります。
▷開館時間＝９時30分～18時（入館17
　時30分まで）　※夏場などの企画展
　は土日祝日20時まで開館
▷休館日＝月曜日（祝日にあたる場合
　は翌日）、年末年始

県立美術館の休館日など変更
県立美術館 ☎019‒658‒1711

　久慈広域管内市町村の方はこれまで
どおり無料です。それ以外の方の料金
が次のとおり改正になります。

火葬場使用料を４／１から改正
久慈広域連合総務企画課 ☎61-3344

　休日に市役所窓口を臨時開設します。
どうぞご利用ください。
▷日時＝３月29日（日）、４月５日（日）
　９時～17時　※水道事業所は３月28
　日（土）も受け付けます
▷業務内容＝窓口関係業務※パスポー
　ト、住基カード、公的個人認証以外
▷開設する課＝市民課、国保年金課、
　税務課、収納対策課、社会福祉課、
　会計課、水道事業所（☎52－2189）

休日ＯＫ！　市役所窓口
市役所各担当課 ☎52－2111

　計画の期間は平成21年度から３年間。
介護や支援が必要な高齢者等に関する
介護保険事業計画の内容を説明します。
どうぞご参加ください。
▷日時＝３月23日（月）13時30分～
▷会場＝元気の泉

介護保険事業計画の説明会
介護支援課 ☎61－1112

▷期日＝４月～９月の原則毎週日曜日
　（計23回）
▷時間＝17時～18時30分
▷会場＝福祉の村屋内温水プール
▷内容＝水慣れからクロールまで
▷対象＝小学４～６年の水泳初心者
▷定員・受講料＝15人・4,000円
▷申し込み＝３月25日（水）まで

楽しく泳ごう！　初心者水泳教室
市民体育館 ☎61－3353

　内閣府は「世界青年の船」など、平
成21年度の青年国際交流事業に参加す
る方を募集しています。詳しくは問い
合わせください。
▷申し込み＝３月27日（金）まで
▷選考試験日時・会場＝４月10日（金）
　13時30分～・岩手県庁（盛岡市）

参加しませんか？　青年国際交流
県青少年・男女共同参画課 ☎019‒629‒5346

　自宅での学習と月２、３回の面接指
導で高校を卒業できます。特定科目の
みでも受講できます。
▷願書受付期間＝３月27日（金）まで

通信制高校宮古分室の学生募集
杜陵高校通信制宮古分室 ☎0193‒63‒7428

【ホーロー看板の提供を】
　歴

れ

通
と

路
ろ

広場に飾るホーロー看板を募
集します。使わない看板がありました
ら、ぜひご提供ください。
【レトロ館の案内ボランティア】
　都合のつく時間帯にレトロ館を案内
していただける方を募集します。興味
のある方は問い合わせください。

レトロな看板、案内人を募集
やませ土風館・土の館 ☎52－2289

区  分
使  用  料

単位 現行 改正後
遺
体
15歳以上 1体 1,500円 10,000円
15歳未満 1体 1,200円 9,000円

死産児 1体 500円 8,000円
身体の一部 1件 500円 8,000円
えな等 1件 500円 8,000円




