INFORMATION
―福祉のお仕事相談― ◇日時…①
８／11㈬②25㈬10時〜14時◇会場…
ジョブカフェ久慈

このページでは、くらしに役立つ
情報をお知らせします。

☎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
も掛けられます

相談
―法律相談―
日

時

相談員

会

場

８月６日（金）
平本丈之
10時30分〜15時30分 亮弁護士 市役所１階
８月10日（火）
高橋牧夫 第３会議室
13時〜15時30分

弁護士

石田吉夫 市役所２階
８月25日（水）
10時30分〜15時30分 弁護士 特別会議室

歴史的につながりの深い三圏域
（八戸・久慈・二戸）の名称「北緯
40°ナニャトヤラ連邦」のロゴマー
ク案を募集。応募は８月25日㈬まで。
詳しくは市ＨＰをご覧ください。
▶表彰…①最優秀賞１点（３万円と
名産品）②優秀賞数点（名産品）
▶応募規格…①用紙・Ａ４判②色彩
・５色以内③応募点数・無制限
▶応募方法…住所、氏名、電話番号、
職業（校名 ･ 学年）、デザインの
意図を明記。郵送、メール、持参
いずれかの方法で応募ください
政策推進課 ☎52−2115

危険物の保安講習
危険物取扱者に３年ごとの受講が
義務づけられている法定講習。受講
申請書は消防本部と各分署で配布。
▶期日…９月７日㈫
▶会場…防災センター
▶申し込み…８月９日㈪まで
久慈消防本部 ☎53−0119

県職員試験（身障者）
▶受験資格…身体障害者手帳の交付
を受ける昭和56年４月２日〜平成
５年４月１日までに生まれた方
▶１次試験日・会場…９月19日㈰・
岩手県庁（盛岡市）
▶申し込み…８月16日㈪まで
県人事委員会 ☎019 629 6241

バッタリーキャンプ 2010
たくさんの仲間と一緒に、今年の
夏も山形の大自然を冒険しよう！
▶期間…７月30日㈮〜８月３日㈫
▶会場…内間木キャンプ場ほか
▶対象…小学２年〜中学３年
▶定員・参加費…30人・ ２万円
▶申し込み…７月23日㈮まで
交流促進課 ☎52−2168

道の日に山形歩こう
山形町荷軽部から旧伊保内街道を
ウォーキング（約５㎞）。定員は25人。
申し込みは７月28日㈬まで。
▶日時…８月10日㈫10時〜※送迎バ
スは合同庁舎から９時出発
▶会場…バッタリー村 ( 駐車場あり）
振興局道路整備課☎53 4990

無料でスキルアップ
研修コース

期間

ホームページ作成（ブログ） ８／４㈬・５㈭
同上（ネットショップⅠ） ８／25㈬・26㈭
同上（ネットショップⅡ） ９／１㈬・２㈭
▶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

定員
15
15
15

6261

久慈地区水泳大会

職業訓練の受講生

▶日時…８月８日㈰９時〜
▶会場…市民総合プール
▶対象…久慈地区に在職・在学また
は居住する方
▶申し込み…７月28日㈬まで
市民体育館 ☎61−3353

▶科名…ＯＡ経理科（簿記会計など）
▶期間…８月24日㈫〜12月22日㈬９
時〜15時50分
▶会場…久慈職業訓練協会
▶申し込み…８月10日㈫まで
ハローワーク久慈 ☎53−3374

８／１㈰
９時〜15時

介護保険の減額制度
７月中旬から介護保険料の減額申
請が始まります。詳しくはお問い合
わせください。
▶対象…介護保険料の所得段階が第
２〜３で次のすべてに該当する方
１ 世帯員全員が住民税非課税
２ 世帯の年間収入が120万円以下
３ 住民税課税者に扶養されていない
４ 預貯金の合計額が200万円以下
５ 固定資産などの資産が一定基準以下

▶減額の金額…①第３段階（32,760
円）の方→第２段階（28,080円）
に減額②第２段階（28,080円）の
方→第１段階（23,400円）に減額
▶申請に必要なもの…①印鑑②納入
通知書③収入額を証明できる書類
④預貯金通帳など家計の状況が分
かるもの
広域連合介護保険課 ☎61−3355
市介護支援課
☎61−1112

高卒者の求人受付中
高校卒業予定者を対象とした求人
を受付中。早めの求人申し込みが、
より良い人材の確保につながります。
申込方法など気軽にご相談ください。
ハローワーク久慈 ☎53−3374

教育委員会議の予定

【会場】
長内川新街橋
上流広場

大川目で歴史講演会
▶日時…７月22日㈭18時30分〜
▶会場…大川目公民館
演

題

講 師

地名人名アラカルト番外編「新説 日本家系図学会
・久慈氏系図」の紹介も含めて
岩城大介氏

大川目公民館 ☎55−3250

出品用の木材配布会
久慈地方木工工作コンクールに出
品するための材料として、小学生先
着100人に木材を配布します。
▶日時…８月１日㈰10時〜12時
▶会場…市役所正面玄関前（雨天時
は議会棟玄関前）
久慈地方木材青壮年協議会（マルヒ製材）☎53 2800

※得票数順。( )内は県全体の得票数

もぐらんぴあにＧＯ！

お絵かき列車運行中
お絵かき列車は、子どもたちが三
陸鉄道に乗って目的地でお絵かきを
するための列車です。対象は市内の
保育園、幼稚園などで運賃は無料。
詳しくはお問い合わせください。
▶運行期間…10月23日㈯まで
まちづくり振興課 ☎52−2116

戦没者追悼式を実施

▶日時…７月22日㈭16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あり
総務学事課 ☎52−2154

▶日時…８月４日㈬11時〜
▶会場…久慈グランドホテル
※献花用の花は会場に用意します
社会福祉課 ☎52−2119

久慈病院からのお知らせ
☎53−6131

市民公開健康講演会ご参加を

健康に役立つ情報満載の市民公
開健康講演会を開催します。終了
後は健康相談も行います。皆さま
のご参加をお待ちしております。
▶日時…７月29日㈭13時30分〜
▶会場…アンバーホール

７月11日、第22回参議院議員通
常選挙が執行されました。県選出
議員選挙における久慈市分の投開
票結果は次のとおりです。
投票結果
①当日の有権者数
31,124人
②投票者数
17,179人（55.2％）
開票結果
当 主浜 了 7,853票（351,545票）
高橋雪文 5,630票（197,137票）
伊沢昌弘 1,067票（ 54,989票）
瀬川貞清 1,020票（ 44,771票）

演
題
講
師
上手な薬の飲み 久慈薬剤師会
方
相談役 細田稔男氏
県立久慈病院
病院における医
医療安全管理専門員
療安全
佐藤ミヤコ氏
岩手県のがんと 県立久慈病院
久慈地域のがん
外科長 遠野千尋氏

７／１〜８／31「青少年の非行・被害防止全国強調月間」 毎月第３日曜日「いわて家庭の日」親子・家族のきずなを深めましょう

きれいな
透明標本

夏休みは催しが盛りだくさん！
皆さん、ぜひお越しください！
新世界透明標本展

７／17㈯〜９／26㈰

海のおっかない生
き物展

７／17㈯〜８／29㈰

延長水族館ナイト
アクアリューム

７／17㈯・18㈰

お泊まり水族館

７／31㈯・８／１㈰

カブト・クワガタも展示
20時まで開館（入館は30分前）

（申し込みは往復ハガキで） 定員 ･ 小学４〜６年15人

さかなクン・トー
クショー

８／８㈰
午前・午後２回開催

もぐらんぴあ ☎53−9600

土 風 館 で 楽 し も う！
土風館の催しも満載です！紙芝
居やお化け屋敷を楽しもう！
街なかラジオ体操
（３日間参加で景品）

７／28㈬〜30㈮
６:30〜

街頭紙芝居リレー
街なかぐるりんこ

７／31㈯ 10:00〜

お 化 け 屋 敷 in レ
トロ館

８／７㈯・８㈰
10:00〜16:00・有料

※雨天時はやませ土風
館のみで開催

街の駅・久慈 ☎52−2289

2010.7.15号 ２

日㈮まで

３ 広報くじ№105

三圏域のロゴマーク

お知らせ

参院選の投開票結果

７月

◇申し込み…相談日当日に生活環境
課☎54 8003へ
―人権相談― ◇日時…８月10日㈫
13時30分〜16時◇会場…市役所２階
特別会議室◇相談員…高屋敷眞喜子
委員
７月１日付けで２人が人権擁護委員
に再任されました。▶間加壽子さん
（天神堂）▶日當光男さん（田屋町）
―行政相談― ◇日時…８月24日㈫
13時〜16時◇会場…市役所１階第３
会 議 室 ◇ 相 談 員 … 大 沢 リ ツ 子 委 員、
落合初次郎委員
―くらしとお金の安心相談― ◇
日時…①８／６㈮②20㈮10時〜16時
◇会場…市役所２階第４委員会室◇
申し込み…生活環境課☎54 8003へ
―多重債務者相談― ◇日時…①８
／５㈭②26㈭10時〜15時◇会場…合
同庁舎◇申し込み…事前に振興局企
画推進課☎53‑4981へ
―年金相談― ◇日時…①８／４㈬
②18㈬10時30分〜15時30分◇申し込
み…二戸年金事務所☎0195 23 4111

募集

市は、過疎地域自立促進特別措置
法に基づく新たな計画を策定しま
す。計画の対象区域は山形町全域で
す。計画案の作成にあたり、山形町
の振興につながるご意見を募集しま
す。詳しくは市ＨＰをご覧ください。
▶応募期間…７月23日㈮まで
▶応募方法…住所、氏名、ＴＥＬを
明記し、郵送、FAX、メール、持
参いずれかの方法で応募ください
政策推進課☎52 2115
（FAX52 3653）

長内川
川まつり

INFORMATION

１等前後賞合わせて３億円﹁サマージャンボ宝くじ﹂発売中

★本 庁 舎
★山形総合支所
★宇部支所
★侍浜支所
★山根支所

過疎計画案ご意見を

思い切り川で遊ぼう！

暮

らしの
情報

PICKUP

30

