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職業訓練の受講生
▶科名…ＩＴ実践科
▶内容…パソコンを使った処理全般
▶期間…７月１日㈭〜10月29日㈮・
９時〜15時50分
▶会場…久慈職業訓練協会
▶募集人数…求職者10人
▶申し込み…６月17日㈭まで
ハローワーク久慈 ☎53 3374

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

★本 庁 舎
★山形総合支所
★宇部支所
★侍浜支所
★山根支所

☎52−2111
☎72−2111
☎56−2111
☎58−2111
☎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

無料でスキルアップ
研修コース

募集
市消費生活モニター
毎月１回、生活関連物資（16品目）
の店頭価格調査や、消費生活に関す
る情報・意見を提供していただくモ
ニターを募集します。
▶期間…委嘱した日から平成24年３
月31日まで
▶募集人数…20歳以上の市民10人
▶申し込み…６月15日㈫まで
生活環境課 ☎54 8003

久慈幼稚園で親子教室
在宅の親子 ( 子ども１〜３歳 ) を
対象とした「コアラ教室」を開催。
あそびを通して親子でふれあってみ
ませんか。詳しくは久慈幼稚園へ。
▶期間…６月７日㈪・14日㈪
※月２回で２月まで12回開催
▶時間…10時30分〜11時45分
▶会場…久慈幼稚園
久慈幼稚園 ☎53 1295

▶▶▶▶▶▶▶定期・任意とも◀◀◀◀◀◀◀

ちだ医院
☎61 3366

定員
15

エクセル2007入門 7/７㈬・８㈭

15

第二種電気工事士
7/14 ㈬・15 ㈭
技能試験準備講習

15

デジカメ画像処理入門 7/14 ㈬・15 ㈭

15

住宅名
川井団地

クマの生息数を調査

▶講習種別…普通救命講習Ⅰ
▶日時…６月13日㈰９時〜12時
▶会場…防災センター
▶募集人数…中学生以上30人
※当日は印鑑をお持ちください
▶申し込み…６月11日㈮まで
久慈消防署 ☎53 0119

久慈病院の草刈ろう
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…６月10日㈭・20日㈰６時〜
７時 ※他の日時を希望する方は
事前にご連絡ください
大沢貞義さん ☎090 5844 4132

わが家

久慈市駅前 ☎

52-2600

なごみ
53-5225

久慈市長内町 ☎

利用者数は１日10名の小規模
施設で一人ひとりに声掛けをし、
きめ細やかなサービスと家庭的
で温かい介護を行っています。

1 日無料体験を承っております
ております
す
▶▶▶ご利用日はご相談下さい◀◀◀

バランスの良い昼食です
す
す
入浴もご利用できます

３戸 2,900円〜4,900円

お知らせ

救急講習会ご参加を

デイサービス
センター

家賃（月額）

▶申し込み…６月15日㈫まで
建築住宅課 ☎52 2120
山形総合支所産業建設課☎72 2129

▶時間…９時〜16時
▶申し込み…２週間前まで
久慈職業能力開発センター☎53 6261

デイサービス
センター

戸数

萩ヶ丘地区住宅 １戸 3,400円〜5,100円

お友達を作りましょう

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）

久慈市門前37 56 26

期間

ワード2007活用 6/30㈬・7/1㈭

補装具（整形外科）の交付・修理の
要否判定のほか、補装具が体に合わ
ない場合は適合判定が受けられます。
▶日時…６月25日㈮10時30分〜12時
※受け付けは11時まで
▶会場…元気の泉
▶申し込み…６月15日㈫まで
社会福祉課 ☎52 2119

空きあり!市営住宅

〔通所介護施設〕

当院で接種可能な予防接種

小児科・内科
アレルギー科

身体障がい者の相談

県では、第３次ツキノワグマ保護
管理計画の策定に向けて、生息頭数
調査を実施します。調査ではクマの
体毛を採るための器具（約４ｍ四方）
をクマの生息域に設置します。調査
員が林野に立ち入ることがあります
ので皆さまのご理解をお願いします。
▶調査期間…６月〜９月まで
林業水産課 ☎52 2122

白山浄水場一般公開
６月１日㈫〜７日㈪は水道週間。
６日㈰は白山浄水場を９時〜15時ま
で一般公開します。
水道事業所 ☎52 2189

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

＊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
送迎バスは無料サービスいたします。
☎52 0055
㈲かわさき栄食 ケータリング部
久慈市長内町 27 27 1

保健推進課からのお知らせ
☎61ー3315

６月再開 日本脳炎予防接種

平成17年から積極的勧奨を差し
控えていた日本脳炎の予防接種を
６月から再開します。
ワクチンの供給量に限りがある
ため、本年度は４月〜翌年３月ま
でに３歳を迎える子どもを対象と
し、順次、個別に通知します。対
象以外の方に対しては、接種の機

会を確保できるようになり次第お
知らせします。
日本脳炎は東北・北海道での発
症はみられていません。九州・沖
縄地方、中国四国地方、東南アジ
アなどに行かれる方で、予防接種
を希望される方は、保健推進課ま
でご連絡ください。

６ ／15津 波 避 難 訓 練

労働問題の無料相談

震度５強の地震で、津波警報が発
令されたという想定です。サイレン
吹鳴、避難指示広報は防災行政無線
で行います。沿岸地域にお住まいの
皆さんは訓練に参加しましょう。
▶日時…６月15日㈫６時〜
消防防災課 ☎52 2173

解雇や減給、セクハラ、パワハラ
など仕事上の悩みを相談ください。
▶日時…６月20日㈰13時〜16時
▶会場…勤労青少年ホーム
岩手県労働委員会☎019 629 6276

水道管の漏水調査
上水道区域内の漏水調査を行いま
す。調査は夜間に及ぶこともあり、
敷地内に立ち入ることもありますの
で、皆さまのご協力をお願いします。
※調査員は腕章と身分証明書を携帯
▶期間…６月１日㈫〜12月20日㈪
水道事業所 ☎52 2189

６〜９月クールビズ
市の職員は地球温暖化対策などの
一環として６月〜９月まで、ネクタ
イ を 外 す な ど し た 軽 装（ ク ー ル ビ
ズ）で執務します。また市議会も軽
装で行います。皆さまのご理解をお
願いします。
総務課 ☎52‑2112

ペットボトルの買取
持ち込み

10円/㎏〜

㈾丸

才

※ラベルを外し、
キャップは別々に
してお持ち下さい。

TEL52−1341 FAX52−0234

〒028‑0041 久慈市長内町37‑15‑15

書 道 協 会 展 を 開 催！
力作ぞろいの作品をご覧ください。
▶期間…６月11日㈮〜13日㈰
▶会場…アンバーホール３階展示室
久慈書道協会・宇部徳雄会長☎53 1359

岩手駐屯地一般公開
▶日時・会場…６月13日㈰８時30分
〜15時・陸上自衛隊岩手駐屯地（滝
沢村）
▶内容…戦車体験搭乗、音楽演奏等
陸上自衛隊岩手駐屯地☎019 688 4311

市議会定例会の予定
◇本会議…６／７㈪◇一般質問…６
／16㈬・17㈭◇常任委員会…６／18
㈮◇予算特別委員会…６／21㈪◇本
会議…６／23㈬
議会事務局 ☎52 2188
仏壇、
神仏具、
花環、
葬儀一式

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ

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。

長内館・川貫館
24時間体制で受付ております

㈲野場造花仏具店
久慈市十八日町

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155

☎52 2010

●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
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