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※詳しくは県ＨＰをご覧ください
問岩手県人事委員会事務局 ☎019‒629‒6241

県職員ほか採用試験

　テレビなどで大活躍中の米村でん
じろう先生による誰もが楽しめるサ
イエンスショーを開催します！
▶日時…６月６日㈰14時～
▶会場…アンバーホール
▶対象…久慈地区の小学生と保護者
▶定員…1,100人　※要入場整理券
▶申し込み…５月17日㈪まで。氏名
　（ふりがな）、年齢、性別、住所、
　電話番号を明記し、ハガキかメー
　ルで下記へ　※ハガキ１枚で５人
　まで申込可（全員の氏名等明記）
㈱アサツーディ・ケイ北東北支局 ☎019‒626‒3150

〒020‒0871盛岡市中ノ橋通一丁目4‒22中ノ橋106ビル10Ｆ
メール：denjiro@adk.jp

でんじろう先生が来る！

★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

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

らしの
情報暮

I N F O RMAT I O N

細谷地株式
会社

指定福祉用具貸与・販売事業所

久慈市長内町17-100-10　☎53-2305

高齢者の安全・安心をサポート！

※ 駅前プラザ展示場でいつでもご覧いただけます。

●介護機器レンタル
●福祉用具販売
●住宅改修･リフォーム

㈲かわさき栄食 ケータリング部 ☎52‒0055
久慈市長内町 27‒27‒1

＊火葬場での昼食無料（おにぎり２ヶ）
＊湯のみ・座布団・灰皿等無料
＊親戚への布団等貸出無料
＊寺院でのお吸出し・そば出し無料

故人のありし日を偲び
心温まるお別れのお手伝い
故人のありし日を偲び

心温まるお別れのお手伝い
・精進膳　・法要膳
・折　詰　・お弁当

ご家庭・寺院等
ご指定場所まで
お届け致します

送迎バスは無料サービスいたします。ちだ医院
久慈市門前37‒56‒26　☎61‒3366

小児科・内科
アレルギー科

当院で接種可能な予防接種
▶▶▶▶▶▶▶定期・任意とも◀◀◀◀◀◀◀

三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）・二種混合（ジ
フテリア・破傷風）・BCG・麻疹・風疹・日本脳炎・
Hib ヒブ（任意）・子宮頸癌ワクチン（任意）・イ
ンフルエンザワクチン・水痘ワクチン（任意）・
おたふくかぜ（ムンプス）ワクチン（任意）・B 型肝
炎ワクチン（任意）・小児および成人の肺炎球菌
ワクチン（任意）・A型肝炎ワクチン（任意）

▶期間…５月22日㈯～６月21日㈪ま
　での１カ月
▶定員・謝金…５人（応募多数の場
　合は未経験者優先）・5,000円
▶内容…貸与するはかりで、期間中
　に購入した商品の内容量が表示ど
　おりかを検査し、日誌に記録して
　報告　※５月21日㈮13時30分から
　市役所で説明会を開催
▶申し込み…５月10日㈪まで
問生活環境課　☎54－8003

商品の計量モニター

募集

※家賃は収入に応じて算定
▶申し込み…５月14日㈮まで
問建築住宅課　☎52－2120
問山形総合支所産業建設課 ☎72‒2129

空きあり ! 市営住宅

▶日時…５月23日㈰９時～16時
▶会場…久慈市、洋野町、野田村　
　※久慈駅前に８時50分集合
▶参加費…無料（昼食は各自）
▶定員…40人（先着順）
▶申し込み…５月12日㈬まで。往復
　ハガキに住所、氏名、年齢、職業、
　電話番号を明記して下記へ
問岩手県緑化推進委員会 ☎019-625-0310
　〒020‒0021 盛岡市中央通3‒15‒17

巨樹・名木の観察会

　病院の敷地内をきれいにしたいと
思います。皆さまのご参加をお願い
します。用具・油代・事故などは参
加者の責任でお願いします。
▶日時…５月20日㈭６時～７時・小
　雨決行　※他の日時を希望する方
　は事前にご連絡ください
問大沢貞義さん　☎090‒5844‒4132

久慈病院の草刈ろう

▶時間…９時～16時
▶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

無料でスキルアップ

　地域コミュニティ振興事業を募集
中。市内の団体が取り組むまちづく
り活動に補助金を交付します。

地域づくりを応援！

住宅名 戸数 家賃 (月額 )

みなと団地 ２戸 17,500円～27,800円

川井団地 ３戸 2,900円～4,900円

対
象
事
業

地域の一体感の醸成など地域振興
歴史・文化・伝統芸能の継承や保存
自然環境の保全と活用
地域の人材育成など

▶補助率など…①ソフト事業・事業
　費の３／４以内②ハード事業・２
　／３以内・補助限度額は100万円
▶手続き…事業計画などの提出が必
　要です。申請書類は下記担当課で
　配布するほか市ＨＰにも掲載
▶申し込み…５月14日㈮まで
問まちづくり振興課　☎52－2116
問山形総合支所ふるさと振興課☎72‒2125

1次試験 申込期間 試験地
県職員
Ⅰ種 ６／27㈰ ５／６㈭

　～31㈪
滝沢村
東京都

警察官
Ａ ７／11㈰ ５／６㈭

　～31㈪ 盛岡市

研修コース 期間 定員
第二種電気工事士
筆記試験準備講習 5/17㈪～19㈬ 10

ガーデニング基礎 5/19㈬・20㈭ 15
建築大工入門 5/26㈬ ･ 27㈭ 10
エクセル2007入門 6/２㈬・３㈭ 15

※他の補助金等を受けている事業は対象外

　保健師、助産師、看護師による健
康相談会。気軽にお越しください。
▶日時…５月16日㈰11時～15時
▶会場…ジョイス久慈長内店
※相談のほか、血圧測定や健康チェ
ック、ハンドマッサージも行います
問岩手県看護協会久慈地区支部 ☎53-6131

一日保健室で健康に

　願書と申込書は久慈消防署、山形
分署で配布します。申込期間は５月
６日㈭～14日㈮までです。
▶試験日…７月３日 ( 土 )
▶会場…防災センター
【準備講習も開催します】
▶開催日…６月５日㈯・６日㈰
▶会場…防災センター
▶申し込み…５月28日㈮まで
問久慈消防署　☎53－0119

危 険 物 取 扱 者 試 験
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永代使用料

許可番号
久慈市指令市民
第236号
許可年月日
H16.6.2

330,000円
一区画

2m×2m

分評好 譲中

年間管理費　5,000円

本格公園墓地

つつじヶ丘霊園
☎53-6061　取次店　丸才 ☎52-1341

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ　0194ー52ー1155

真心をこめた料理をお届け致します。
《各種仕出し料理承ります》
祝膳・仏膳・折詰・弁当・オードブル・寿司
（御予算に合わせてご用意させて頂きます。）
お気軽にお電話ください。

㈲野場造花仏具店
久慈市十八日町　☎52‒2010

24時間体制で受付ております

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館

仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

　日本赤十字社の活動は、理念に賛
同して加入した方からいただく社費
と、広く一般の方や企業から寄せら
れる寄付金に支えられています。
　同社では５月を赤十字社員増強運
動月間とし、新規加入者や加入して
いる方からの社費を募集します。皆
さまのご協力をお願いします。
問日赤久慈市地区（社会福祉課内）☎ 52‒2119

日赤の社資に協力を

お知らせ

　５月31日は自動車税の納期限です。
忘れずに納めましょう。
　車の所有者が、次のいずれかの手
帳を持ち、一定要件に該当する場合
は自動車税の免除が受けられます。
▶対象手帳…身体障害者・戦傷病者
　・療育・精神障害者保健福祉
▶申請期間…５月24日㈪まで
問県北広域振興局県税室 ☎53‒4986

自動車税の免除申請

　障がいのある方などが使用する軽
自動車で一定の要件に該当する場合、
１台分の軽自動車税の減免が受けら
れます。※自動車税と重複しての減
免は不可。申請は毎年必要です
▶対象…①身体障害者・戦傷病者・
　療育・精神障害者保健福祉の手帳
　の交付を受けている方②18歳未満
　の障がい者（身体・知的・精神）
　と一緒に暮らしている方③障がい
　者などが利用するための構造をし
　た軽自動車を所有する方
▶必要書類…軽自動車税納付書、自
　動車検査証、運転免許証、印鑑、
　申請書、身体障害者手帳など
▶申請期限…５月24日㈪まで
問税務課　☎52‒2114

軽自動車税の減免申請

　甲種防火管理者資格取得講習会を
開催します。申込期間は５月６日㈭
～27日㈭までです。
▶日時…６月３日㈭・４日㈮
▶会場…防災センター
▶対象…①消防法に基づく防火管理
　の選任が必要な事業所②防火管理
　者の資格を得た方
▶定員・講習料…100人・6,000円
問久慈消防署　☎53－0119

防火管理者資格講習

●広告掲載に関する問い合わせは㈱レーベル ' ホーム（☎ 52‒0041）まで




