INFORMATION

暮

らしの
情報

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

広域連合の消防試験
平成23年度採用の消防職員（５人
程度）を募集。申込書の交付など、
詳しくはお問い合わせください。
▶受験資格…昭和59年４月２日から
平成５年４月１日までに生まれた
方（ほか身体条件あり）
▶１次試験…９月19日㈰・久慈中
▶申し込み…８月17日㈫まで
久慈広域連合総務企画課☎61 3344

市指定文化財めぐり

募集
街なか出会いの集い
土風館で楽しい出会いを探しませ
んか。現在独身の方が対象です。希
望者は事前に申し込みください。
▶日時…８月６日㈮18時30分〜
▶会場…やませ土風館多目的ホール
▶参加費…男性３千円・女性２千円
街の駅・久慈 ☎52 2289

山形福祉会職員試験
平成23年度採用の職員を募集。受
験用紙は愛山荘で交付します。
▶募集職種…①看護師１人②介護支
援専門員１人③介護福祉士・若干
▶受験資格…次のすべてに該当①昭
和41年４月２日以降生まれ②高校
卒業以上③普通自動車免許と各募
集職種の資格を有する
▶試験日…９月19日㈰
▶申し込み…８月31日㈫まで
山形福祉会愛山荘 ☎72 2300

▶日時…８月21日㈯９時アンバーホ
ール集合・バスで移動
▶見学場所…山根・小久慈方面
▶参加料…傷害保険料174円 ※昼
食は持参または新山根温泉で
▶定員…市民25人
▶申し込み…８月16日㈪まで
社会文化課 ☎52 2700

エ コ ア イ デ ア 求 む！
電気やガス、水道などの使用量削
減の取り組みやアイデアのコンテス
ト「Ｅ ＣＯ−１グランプリ」を実施。
詳しくは県ＨＰをご覧ください。
▶部門…①会社・工場②個人・家庭
③学校 ※県内在住者が応募可能
▶応募期限…９月30日㈭必着
県環境生活企画室☎019 629 5326

心の輪を広げる作文
障がいがある人とない人との心の
ふれあいをつづった体験作文を募集
中。部門は小学生、中学生、高校・
一般の３つ。応募は９月１日㈬まで。
詳しくは県ＨＰまたは下記へ。
県障がい保健福祉課☎019‑629‑5447

当院で接種可能な予防接種

総合スクラップセンター

▶▶▶▶▶▶▶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）

小児科・内科
アレルギー科

ちだ医院

久慈市門前37 56 26

☎61 3366

見積
無料

松

建物解体 古物商
自動車解体
自動車部品販売
非鉄 金属 銅

株式会社

青

久慈市長内町37 12 8

52-1339

松

52-1987

ピアノマラソン
コンサート特別公演

空 き あ り！ 市 営 住 宅
住宅名
川井団地

戸数 家賃（月額）
３戸 2,900円〜4,900円

▶申し込み…８月13日㈮まで
建築住宅課 ☎52 2120
山形総合支所産業建設課☎72 2129

なかよし親子あそび
親子で楽しく運動しませんか。対
象は未就学児とその保護者。市内各
保育園に申し込みください。
▶日時…８月29日㈰10時〜11時
▶会場…三船十段記念館

無料でスキルアップ
研修コース
期間
定員
JW-CAD 講習基礎 ９／８㈬・９㈭ 10
JW-CAD 講習応用 ９／15㈬・16㈭ 10

▶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

お知らせ
消防山形分署が移転
８月２日、山形総合支所敷地内の
新庁舎（久慈市山形町川井８−31）
に移転。電話番号は変わりません。
久慈消防署山形分署 ☎72 3119

皆で平和の黙とうを
65年前の昭和20年、広島と長崎に
それぞれ原爆が投下された８月６日
㈮８時15分、９日㈪11時２分、そし
て終戦記念日の15日㈰正午に、戦没
者と原爆死没者の冥福と世界恒久平
和を祈り、１分間の黙とうをささげ
ましょう。

戦時の看護婦に書状

用具・油代・事故などは参加者の
責任でお願いします。
▶日時…８月10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

先の大戦で戦地などに派遣され、
戦時衛生勤務に従事した旧日本赤十
字社救護看護婦、旧陸海軍従軍看護
婦の方（慰労給付金受給者は除く）
に内閣総理大臣名の書状を贈呈しま
す。本人または家族などからの連絡
をお待ちしています。
▶請求期限…平成23年３月31日まで
総務省大臣官房総務課管理室☎03 5253 5182

自 衛 官 な ど 募 集 中！

麦生で野鳥の写真展

久慈病院の草刈ろう

募集種目

応募資格

自衛官候補生 平成23年４月１日現在
一般曹候補生 18歳以上27歳未満

▶試験日など…受付時にお知らせ
▶申し込み…9月10日㈮まで ※自
衛官候補生の男子は随時受付中
自衛隊久慈連絡所 ☎53 5419

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。

㈲かわさき栄食

ケータリング部 ☎52 0055
久慈市長内町 27 27 1

あーとびる・麦生で、村上悦夫久
慈湊小校長の野鳥写真展を開催中。
一瞬をとらえた美しい写真の数々を
ぜひご覧ください。
▶期間…９月26日㈰まで。開場日時
は土日10時〜16時
あーとびる・麦生☎090 3750 8714

木野雅之＆小川哲朗
デュオリサイタル

８/８㈰
17時30分〜
アンバーホール
入場無料・整理券配布中

救済七夕チャリティー
国際ソロプチミスト久慈が難民救
済七夕チャリティーを開催。バザー
やゲームなどをお楽しみください。
▶日時…８月７日㈯13時〜20時
▶会場…やませ土風館多目的ホール

福祉の就職フェア
社会福祉施設などが個別面談方式
で事業紹介や求人案内を行います。
▶日時…８月22日㈰13時〜
▶会場…久慈グランドホテル
岩手県福祉人材センター☎019 637 4522

海保の船で体験航海
海上保安庁の巡視船が久慈港に！
▶日時 ･ 会場…８月22日㈰①体験航
海10時〜11時30分②一般公開13時
〜15時・久慈港諏訪下ふ頭
■乗船券300枚を市役所所正面玄関
で配布・８月７日㈯９時〜12時
※１人２枚まで。乗船は４歳以上
林業水産課 ☎52 2122

7 ／ 15 配布チラシ訂正
７月15日付けで全戸配布した「夏
だ！海・山に行こう」に誤りがあり
ました。平庭高原キャンプ場の正し
い利用料金は①大人250円②子ども
120円です。おわびして訂正します。
商工観光課 ☎52 2123

神仏具、
花環、
葬儀一式
外壁・屋根の塗り替え 仏壇、
くじセレモニーホール
見積り無料 承ります
メモワール・ノヴァ
お気軽にご相談下さい

安心第一 !

谷地塗装
岩手県知事許可第7751号

久慈市大川目町28‑2‑4

☎55‑2372

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

☎52 2010

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155
●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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子ども手当の請求手続きは、９月30日までに 忘れずに！ 子育て支援課☎52 2169
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