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
も掛けられます

相談
時

相談員

会

場

９月10日（金）
平本丈之
10時30分〜15時30分 亮弁護士
９月16日（木）
13時〜15時30分

高橋牧夫 市役所１階
弁護士 第３会議室

石田吉夫
９月22日（水）
10時30分〜15時30分 弁護士

◇申し込み…相談日当日に生活環境
課☎54−8003へ
―人権相談― ◇日時…９月８日㈬
13時30分〜16時◇会場…市役所１階
第３会議室◇相談員…日當光男委員
―行政相談― ◇日時…９月28日㈫
13時30分〜16時◇会場…市役所２階
第２委員会室◇相談員…黒沼正雄委
員、落合初次郎委員
―くらしとお金の安心相談会― ◇
日 時・ 会 場 … ① ９ ／ ３ ㈮10時 〜16
時・中央公民館②17㈮10時〜16時・
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…①９
／９㈭②30㈭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…①９／１㈬
②15㈬10時30分〜15時30分◇申し込
み…二戸年金事務所☎0195‑23‑4111
―福祉のお仕事相談― ◇日時…９
／８㈬10時〜14時◇会場…ジョブカ
フェ久慈

３ 広報くじ№107

母子家庭などの相談

男女共同参画サミット

農業者の皆さんへ

秋まつりでバスう回

母子家庭の母子や寡婦、父子家庭
の父子が対象の無料法律相談です。
事前にお申し込みください。
▶日時…①9月14日㈫10時〜15時
②15日㈬９時30分〜14時30分
▶会場…合同庁舎相談室
振興局保健福祉環境部☎53 4982

全国男女共同参画宣言都市サミッ
ト in お お ふ な と の 参 加 者 と 展 示
コーナー出展者を募集します。
▶日時…10月８日㈮13時〜
▶会場…大船渡市民文化会館
▶申し込み…８月27日㈮まで
子育て支援課 ☎52−2169

【農業者年金に加入を】
農業者年金は、農業者なら幅広く
加入でき、家族一人一人が自分の年
金を掛けられます。支払った保険料
の全額が控除対象になるなどお得な
制度です。老後の備えに農業者年金
に加入しましょう。
【農地の手続き忘れずに】
農地法等の改正で、手続きなどが
変更。詳しくは問い合わせください。
①農地の利用者が拡大され、農地の
貸し借りがしやすくなりました
②無許可で農地を転用したときなど
の罰金が大幅に引き上げ
③農地を相続したときは農業委員会
への届け出が必要になりました
農業委員会事務局 ☎52−2159

久慈秋まつり期間中、ＪＲバス・
県北バス・市民バスのう回路運行を
実施します。期間中は駅東口がバス
発着場所になります。※詳細は次号
▶日時…①９月17日㈮16時〜19時②
18日㈯・19日㈰14時〜17時
商工観光課 ☎52−2123

募集
手話入門教室を開講

―法律相談―
日

INFORMATION & TOPICS

▶日時…初回８月26日㈭18時30分〜
・全６回（毎週木曜日）
▶会場…総合福祉センター
▶申し込み…８月25日㈬まで
久慈市社会福祉協議会☎53−3380

講習で救急法学ぼう
▶講習種別…普通救命講習Ⅰ
▶日時…９月12日㈰９時〜12時
▶会場…防災センター
▶定員…中学生以上30人・印鑑持参
▶申し込み…８月16日㈪〜９月10日
㈮まで
久慈消防署 ☎53−0119

職業訓練の受講生
▶訓練科名…ＯＡ介護科（訪問介護
などの研修とパソコン操作）
▶期間…９月16日㈭〜３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
▶定員…求職者20人
▶申し込み…９月２日㈭まで
ハローワーク久慈 ☎53−3374

中卒認定試験を実施
就学義務猶予免除者などを対象に
中学校卒業程度認定試験を行います。
▶試験日・会場…11月２日㈫・県立
総合教育センター（花巻市）
▶試験科目…国語、社会、数学、理
科、英語
▶申し込み…８月20日㈮〜９月７日
㈫まで ※当日の消印有効
学校指導課 ☎52−2155

消費者力アップ講習会
久慈ひまわり基金法律事務所の峯
田幹大弁護士や信用生協の相談員な
どが講師の消費生活の講習会です。
債務整理や悪質商法などを学びます。
▶日時…初回９月16日㈭10時〜
※全７回（月１回程度開催）
▶申し込み…９月15日㈬まで
生活環境課 ☎54−8003

ふるさとのお宝写真

市議会定例会の予定

トリコロールエリア（青森県南・
秋田県北東・岩手県北）の自然や文
化など「宝」をテーマにした写真コ
ンテストを開催。入賞者には賞金な
どが贈られます。
▶題材…①宝をイメージした写真②
祭事や行事など躍動感がある写真
※平成21年以降にトリコロールエ
リア内で撮影した写真に限る
▶サイズ等…２Ｌ判・ １人10点まで
▶締め切り…９月10日㈮必着
二戸広域観光物産センター☎0195 23 7210

◇本会議…８月27日㈮◇一般質問…
９月１日㈬・２日㈭◇常任委員会…
９月３日㈮◇決算特別委員会…９月
７日㈫・８日㈬◇本会議…９月10日
㈮ ※すべて10時〜
議会事務局 ☎52−2188

教育委員会議の予定
▶日時…８月19日㈭15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

久慈幼稚園でバザー

お知らせ
山根の市有林を売却
市有林の立ち木を10月上旬に売却
予定。入札に参加できるのは、市物
品等競争入札参加資格者名簿「売払
い」の業種に登録し、木材販売業務
を行っている方です。名簿の登録申
請については財政課（☎52‑2113）へ。
▶ 樹 種 … カ ラ マ ツ ほ か（47〜57年
生）・約3.7ha
▶場所…山根町上戸鎖
林業水産課 ☎52−2122

模擬店やゲームコーナーもあり。
ぜひ遊びにいらしてください。
▶日時…８月28日㈯10時〜13時30分
久慈幼稚園 ☎53−1295

岩手就職希望を応援
県内企業や団体が、企業説明や面
談・面接を行う「いわて合同面接会
2010」を開催。ぜひご参加ください。
▶日時…９月７日㈫12時〜16時
▶会場…アイーナ（盛岡市）
いわて地域共同就職支援センター☎019 651 0415

８・９月は

柔道に
注目！

古賀稔彦氏

各県の代表選手が激突する東北
総合体育大会柔道競技と、バルセ
ロナ五輪柔道71㎏級金メダリスト
古賀稔彦氏による柔道教室などを
市民体育館で開催します
東北総合体育大会柔道競技

▶日時…８月21日（土）
・22日（日）
９時〜
三船十段杯争奪柔道大会

▶日時…① 教室９ 月４ 日（土）13
時30分〜②大会５日（日）９時〜
社会体育課 ☎52−2156

選挙人名簿の縦覧など
■永久選挙人名簿の縦覧
９月１日現在で本市の永久選挙人
名簿に新たに登録された方の氏名な
どを記載した書面の縦覧を行います。
▶日時・会場…９月３日㈮〜７日㈫
８時30分〜17時・選挙管理委員会
事務局（市役所１階）
■海区選挙人名簿の登載申請と縦覧
岩手海区漁業調整委員会委員選挙
人名簿の登載申請を９月１日㈬〜５
日㈰まで受け付けます。次のすべて
に該当する方が申請できます。
①平成２年12月６日までに生まれた方
②9月1日現在で市内在住か就業している

漁業通して児童交流

漁師に教わりながらウニ漁も体験

久喜小学校と霜畑小学校の児童
は７月28日、久喜漁港で漁業体験
を通して交流しました。定置網船
に乗船した金野寛 勇 くん（霜畑小
６年）は「みんなで体験できて楽
しい」と目を輝かせていました。

③年90日以上漁業に従事している

名簿の縦覧は次により行います。
▶日時・会場…10月20日㈬〜11月３
日㈬８時30分〜17時・選挙管理委
員会事務局（市役所１階）
選挙管理委員会事務局 内線472

久慈病院からのお知らせ
☎53−6131

産婦人科・気軽にご相談を

久慈病院では通常の産婦人科外
来診療・入院治療に加え、妊婦さ
んと助産師が協力し、自然なお産
（院内助産）も行っています。
妊婦健診・産後健診のほか、おっ
ぱいケアの対応も行っております

ので、お気軽にご相談ください。
常勤医師は１人の対応になりま
すが、必要時には二戸病院で安全
・適切な治療が受けられるよう、
常に連携をとっています。どうぞ
ご安心ください。

平庭闘牛大会しらかば場所を開催！ ■８月29日（日）11時〜 ■平庭高原闘牛場 ■問 産業建設課☎72−2129

川の中まできれいに

川の中に集中しながらゴミ拾い

７月28日、山根中学校の生徒６
人は、近くを流れる長内川の中を
清掃し、３袋分のゴミを拾い集め
ました。障子上甲 斐 くん（１年）
は「川が好き。ゴミを捨てないで
ほしいです」と訴えていました。
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