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

募集
空きあり!市営住宅
住 宅 名

戸数

家賃（月額）

侍 浜 団 地 １戸 17,400円〜25,900円
萩ヶ丘地区住宅 １戸 3,400円〜5,100円

▶申し込み…10月15日㈮まで
※現在、工事中
のてらさと団地
（右）の入居は広
報11月１日号で
募集予定です
建築住宅課 ☎52 2120
山形総合支所産業建設課☎72 2129

栄養士の肥満予防講演
北京五輪金メダルの女子ソフト
ボールチーム専属管理栄養士が少年
期肥満予防について講演します。
▶日時…11月７日㈰10時〜
▶会場…久慈東高校
▶申し込み…10月29日㈮まで
久慈保健所 ☎53−4987

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）

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

海外でボランティア

久慈病院の草刈ろう

高校配置にご意見を

16・17 は 産 業 ま つ り

募集期間は11月８日㈪まで。詳し
くはお問い合わせください。
【青年海外協力隊】
▶応募資格…11月８日現在で20歳
〜39歳の日本国籍を持つ方
▶説明会日時・会場…①10月17日㈰
14時〜②27日㈬18時30分〜 ･ マリ
オス ( 盛岡市 )
【シニア海外ボランティア】
▶応募資格…11月８日現在で40歳〜
69歳の日本国籍を持つ方
▶説明会日時・会場…10月17日㈰
10時30分〜 ･ マリオス（盛岡市）
国際協力機構東北支部☎022 223 4772

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…10月20日㈬６時〜７時
大沢貞義さん ☎090 5844 4132

県教委が新しい高校づくりの推進
や、第二次県立高校整備計画（仮称）
の策定に向けて意見を伺う地域別懇
談会です。ぜひご参加ください。
▶テーマ…地域の高校配置など
▶日時…10月13日㈬18時30分〜
▶会場…久慈東高校
県教委学校教育室☎019 629 6206

美味などが盛りだくさんの久慈地
方産業まつりを開催。ＩＢＣ民謡ま
わり舞台なども開かれます。
▶日時…10月16日㈯・17日㈰10時〜
16時（17日は15時まで）
▶会場…アンバーホール周辺
商工観光課 ☎52−2123

就農を支援する講座
奨学金の額は高校、大学など進学
先、在学先で異なります。申込方法
や家計条件など詳しくはお問い合わ
せください。
▶対象…保護者などが交通事故で死
亡したり重い後遺障害で働けない
ため、修学が困難な生徒・学生
▶奨学金の返還方法…学校卒業後20
年間で割賦返済（無利子）
交通遺児育英会 ☎0120 521286

み な と 発 見 隊 で GO
湾口防波堤への上陸や、牛島、も
ぐらんぴあの見学など盛りだくさん。
昼食は海鮮バーベキューです！
▶日時…10月17日㈰９時〜15時30分
※もぐらんぴあ集合
▶参加料…500円（昼食・保険代）
▶定員…小学４年生以上・先着50人
▶申し込み…10月８日㈮まで
もぐらんぴあ ☎53−9600

お知らせ
ＦＭ岩手で久慈番組
エフエム岩手ふるさと元気隊久慈
支局が開設し、10月４日（月）から、
食や人、見どころなど久慈市の魅力
盛りだくさんの下記番組がスタート
します。皆さんぜひお聴きください。
ＦＭ岩手ふるさと元気 Ｍｏｎｄａｙ
「くじいくじ〜く」
毎週月曜日12：00〜12：55
ＦＭ岩手久慈支局☎080 1820 0286

10／25まちづくり講演会
地域活動のヒントが盛りだくさん。
まちづくり活動の事例発表や、前三
重県知事で早稲田大学教授・北川正
恭氏による講演を行います。
▶日時…10月25日㈪14時〜
▶会場…アンバーホール
まちづくり振興課 ☎52−2116

福 祉 の 就 職 を 応 援！
福祉の職場面談や職種相談を行う
福祉の就職総合フェアを開催！
▶日時…10月９日㈯10時〜16時
▶会場…ホテルニューカリーナ（盛
岡市）
岩手県福祉人材センター☎019 637 4522

歌 踊りショー
と

−出 演 者−

10月31日㈰12

時より

アンバーホール
お問合せ先
主催

☎53‑5801

久慈太鼓研究会

東繁富・高見会・津軽鶴亀一座
−友情出演−

原子内辰巳・馬内勝雄・藤原幸

前売券

前売券発売中!!

ぱんとりー
多八食堂
1,000円 喜アンバーホール
弁当
惣菜

（当日1,300円）

アンバーホール開館10周年を記念
して、自主事業公演のポスターを出
演者、テーマごとに展示。過去公演
録画ＤＶＤの放送や入場者プレゼン
トもあります。
▶日時・会場…10月16日㈯・17日㈰
９時〜18時・アンバーホール
社会文化課 ☎52−2700

な く そ う！ 違 反 建 築
10月11日―17日は違反建築防止週
間です。10月14日（木）には、建築
物が法に適合した状態で建てられて
いるかどうかをパトロールします。
期間中は、振興局土木部で建築に
関する相談も受け付けます。気軽に
ご相談ください。
振興局土木部 ☎53−4990

講演聴いて意欲アップ

工事現場では事前に電柱や電線の
有無を確認し、工事に支障がある場
合は早めにご相談をお願いします。
【感電事故防止のためご注意を】
①切れた電線には近づかない！
②釣りでは頭上の電線に要注意！
東北電力コールセンター☎0120 175 466

法務局なんでも相談所
▶日時…10月17日㈰10時〜16時
▶会場…盛岡地方法務局二戸支局
（二戸市・二戸合同庁舎内）
盛岡地方法務局二戸支局☎0195 25 4811

職場の悩み無料相談
解雇や配置転換、賃下げ、嫌がら
せなど、職場の悩み相談を無料で受
け付けます。気軽に相談ください。
岩手労働局労働相談コーナー☎0120 980 783

編集後記

木村秋則氏が講師。「奇跡のりん
ごからのメッセージ」と題して、も
のづくりの情熱について講演します。
▶日時…10月27日㈬15時〜
▶会場…久慈グランドホテル
▶申し込み…10月15日㈮まで
久慈地域雇用創造協議会（商工観光課内）☎75‑3032

◆今回は紙面の都合上、編集後記は引越し。
わがやのアイドルはお休みです。11／１号は
通常どおり掲載させていただきます◆今年も
秋まつりはすごかったですね！自分も取材し
ながら感動＆興奮しました◆陸上の松前くん
などスポーツも大活躍！県新人戦など秋の大
会での市内選手の活躍も楽しみです！◆それ
に引き換え自分の腹はタプンタプン…。食欲
を抑え、運動の秋にしないとな…（八重桜）

通常料金

仏壇、
神仏具、
花環、
葬儀一式

・カット………￥2,940→￥1,940

楽しい漫芸が聞けるよ！
！

平成22年

アンバーでポスター展

感電事故にご注意を

・カラー………￥5,940→￥1,940〜

くじセレモニーホール

￥5,940→￥2,940〜
・パーマ（カット
料金別）

メモワール・ノヴァ

着付け始めました

長内館・川貫館

地域に支えられておかげさまで10周年。
より良いサービスの提供を目指し、

リニューアルオープン!!
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

さくら美容室
久慈市川崎町 ☎５３−９８６１
営業時間／9:00〜6:00 定休日／毎週日曜日・第２・４月曜日

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。

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

八戸・久慈自動車道整備促進住民大会を開催！ ■10月11日（祝）13時〜
19 広報くじ№108

■アンバーホール ■問 久慈商工会議所☎52−1000
2010.10.１号 18

