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TEL 080-1659-0595
　　otome-ya.co.jp@docomo.ne.jp

久慈市栄町37-129-1
営業　9:00～6:00　定休日　日・月曜日

女性お顔そり専門店
ブライダルシェービング

9月中にご来店の方に究極のパーツエステ
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をサービス致します。

きれいになる
お顔そり

「癒～す」

￥2,000～
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

●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

　７月16日に市臨時職員が酒気帯
び運転で逮捕されたことを受け、
市は８月９日、市職員（臨時・嘱
託職員含む）と家族計703人分の
飲酒運転追放誓約書を久慈警察署
（中村一雄署長）に提出。二度と
繰り返さないよう、飲酒運転の追
放を固く誓いました。

　平成24年度固定資産税評価替えの
ため、路線などの現地調査を実施し
ます。調査では、道路の測量や写真
撮影などを行い、敷地内に立ち入る
場合もあります。　※調査は委託で
行います。調査員は身分証明書を携
帯しています
▶調査期間…９月～平成23年３月
問税務課　☎52－2114

固定資産の現地調査

　岩手県高齢者総合支援センターが
開く、高齢者やその家族を対象とし
た特別相談デー。法律・医療・税金・
介護など悩みをご相談ください。
▶日時…９月18日（土）10時～15時
▶相談フリーダイヤル…0120-84-8584

シルバー 110 番に相談

　福祉バザーや食堂、ステージ発表
に温水プールの無料開放など催しが
盛りだくさん。皆さんのご来場お待
ちしています。
▶日時…９月23日（祝）10時～15時
▶会場…福祉の村
問久慈市社会福祉協議会☎53－3380

９／ 23 福祉まつり！

　６月から子ども手当の支給がスタ
ート。まだ請求していない方は９月
30日㈭までにお願いします。10月以
降に請求した場合は、請求した翌月
分からの支給になり、満額支給が受
けられません。ご注意ください。

子ども手当は９月中

対　　　　象 手続き内容

３月末現在、児童手当の受給者で
中学２、３年生の子どもがいる方 額改定請求

３月末現在、児童手当を受給していな
い方で中学生以下の子どもがいる方 新規請求

①社会文化課　☎52－2700
②林業水産課　☎52－2122
　農　政　課　☎52－2121 野生動物　接触に要注意

①カモシカに伝染病発生
　カモシカに、伝染病が発生して
います。接触すると、人にも感染
する可能性がありますので、近づ
かないでください。
　万が一、皮膚に異常が出た場合
は、皮膚科を受診してください。

②不用意な接触は控えて
　渡り鳥や野生動物は、さまざま
な病原体を持っていることがあり
ます。餌付けや不用意な接触は控
えてください。家畜飼養農家の皆
さんは、野生動物を農場内に侵入
させないよう注意してください。

※新しく子どもが生まれた場合の手当の支給
は、原則、請求した月の翌月からになります
問子育て支援課　☎52－2169

飲酒運転
追放誓う

19　広報くじ№108

　毎年好評の市民おらほーる劇場を
12月に上演予定。現在、劇団員（役
者・スタッフ）を募集しています。
▶対象…小学３年生以上・経験不問
▶申し込み…９月13日㈪まで
問おらほーる　☎72－3711

おらほーるの劇団員

★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

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）

ロイヤルパークカワサキ

Royalpark KAWASAKI
〒028‒0041 久慈市長内町第27地割27番地1 電話：５３－５５００／ FAX：５２－０７１３

地域に支えられておかげさまで10周年。

9月4日㈯リニューアルオープン!!
より良いサービスの提供を目指し、

〔通所介護施設〕

久慈市駅前 ☎52-2600 久慈市長内町 ☎53-5225

デイサービス
センター

デイサービス
センターわが家 なごみ

　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
▶▶▶ご利用日はご相談下さい◀◀◀

9月は『敬労会』を行ないます
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　久慈青年会議所は、防災かるたの
作成を進めています。現在、市民を
対象に、防災と久慈市に関連するも
のを盛り込んだ短い句（20字まで）
を募集中。完成したかるたは、11月
の防災かるた大会で使用します。
▶応募方法…句のほか①氏名②年齢
　（学校名・学年・組）③住所④電話
　番号を明記し、下記にＦＡＸか郵送
▶応募期限…９月10日㈮
問久慈青年会議所☎53‒4671・Fax52‒0689
　（〒028‒0056久慈市中町二丁目5‒6やませ土風館２階）

防災かるたコンクール

募集
　用具・油代・事故などは参加者の
責任でお願いします。他の日時を希
望する方は事前にご連絡ください。
▶日時…９月10日㈮６時～７時
問大沢貞義さん　☎090‒5844‒4132

久慈病院の草刈ろう

　九戸地方育英会は、入試前に採用
の仮決定をする奨学生を募集します。
※通常の採用は12月以降お知らせ
▶応募資格…久慈市、洋野町、野田
　村、普代村に本籍がある方で、４
　年制大学などへの進学を希望し、
　将来教員を目指している方
▶奨学金…月３万円
▶申し込み…10月29日㈮まで
問総務学事課　☎52－2154

九戸育英会の奨学生

▶申し込み…９月15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

　テレビのアナログ放送終了まで約
10カ月。地上デジタル放送を受信す
るには、受信機の準備とＵＨＦアン
テナ調整などが必要です。終了直前
は工事が込み合うことが予想されま
す。準備はお早めにお願いします。

久慈秋まつりに合わせて
地デジ受信相談コーナーを設置！
▶日時…９月17日㈮～19日㈰
▶会場…市街地目抜き通り
問デジサポ岩手相談会グループ☎019‒604‒2637

地デジ準備お早めに

お知らせ

　９月26日㈰９時～市民体育館で市
民ソフトバレーボール大会を開催。
参加資格は市内在住か在職、または
久慈広域ソフトバレー連盟の方です。

市 民 ソ フ ト バ レ ー

▶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

住　宅　名 戸数 家賃（月額）
川井団地 ３戸 2,900円～4,900円

研修コース 期間 定員
インターネット活用 ９/29㈬・30㈭ 15
若手社員研修 10/６㈬・７㈭ 15

※部門を重複しての参加は不可
▶編成…監督１人（兼任可）、選手
　４人、交代選手２人、計７人以内
▶申し込み…９月15日㈬まで
問社会体育課　☎52－2156

選手区分 部門・年齢（４月１日現在）

常に女性２
人以上参加

①トリムⅠ・50歳以上②ト
リムⅡ・40歳以上③トリム
フリー・18歳以上

女 性 の み ①レディースⅠ・60歳以上
②レディースⅡ・18歳以上

市内小学生 小学生の部

　県が策定準備を進めている「新し
い岩手県廃棄物処理計画」への意見
を募集。計画案の内容や意見の提出
方法などは県ＨＰをご確認ください。

計画案の地域説明会を開催
▶日時…９月14日（火）13時～
▶会場…合同庁舎６階大会議室
問振興局環境衛生課　☎53－4987

廃棄物計画に意見を


