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
―法律相談―
日
時
相 談 員
11／12㈮ 10：30〜15：30 平本丈之亮弁護士
11／18㈭ 13：00〜15：30 高 橋 牧 夫 弁 護 士
11／24㈬ 10：30〜15：30 石 田 吉 夫 弁 護 士

◇会場…市役所１階第３会議室◇申
し込み…当日８時30分から生活環境
課☎54−8003へ
―人権相談―
◇日時…11月16日㈫13時30分〜16時
◇会場…市役所２階特別会議室◇相
談員…鳥谷峯道子委員
―行政相談―
◇日時…11月26日㈮13時30分〜16時
◇会場…市役所1階第3会議室◇相談
員…大沢リツ子委員、黒沼正雄委員
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時…①11／５㈮②19㈮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
―多重債務者相談―
◇日時…①11／11㈭②25㈭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…①11／10㈬②17㈬10時30分
〜15時30分◇会場…申し込み時に確
認ください◇申し込み…二戸年金事
務所☎0195 23 4111
―福祉のお仕事相談―
◇日時…①11／10㈬②24㈬10時〜14
時◇会場…ジョブカフェ久慈

PICKUP INFORMATION

こころとからだの相談所が開所

ＦＭで久慈の魅力発信中！

久慈高校の学校公開

就農を支援する講座

意欲満々の支局員

10月13日に「久慈市こころとから
だの相談センター」が開所しました。
研修を受けたボランティアが、心身
の健康や生活上の悩み・問題の解決
に向けて一緒に考えます。一人で悩
まずに、相談してみませんか。
▶相談日時…毎週火・水９時〜12時
※要予約。予約受け付けは平日９
時〜17時（時間外は留守番電話）
▶場所…同センター（川崎町11‑１・
久慈市保健センター内）
久慈市こころとからだの相談センター☎53 3652

就農支援講座を開催します。新規
就農者の施設などを見学するほか、
農業を始める方を支援する制度など
も説明します。
回
日 時
場 所
第１回・視察 11/14㈰10時〜15時 市内農家
第２回・座学 11/28㈰10時〜12時 合同庁舎

▶対象…高校生以上
▶申し込み…11月８日㈪まで
農政課 ☎52−2121

石油備蓄基地の見学

募集

▶日時…11月11日㈭13時20分〜
▶定員…15人（超えた場合は抽選）
▶申し込み…10月27日㈬まで
生活環境課 ☎54−8003

文芸賞・応募は10月中

久慈幼稚園の入園児

▶募集作品…小説、戯曲、童話、文芸
評論、随筆、詩、短歌、俳句、川柳
▶賞（賞金）…市民文芸賞（５万円）、
優秀賞（３万円）、奨励賞（２万円）
▶作品の応募期限…10月31日㈰
社会文化課 ☎52−2700

平成23年度の入園児募集要項を配
布中。願書の受け付けは11月１日㈪
・２日㈫です。
久慈幼稚園 ☎53−1295

無料でスキルアップ
研修コース

期間

定員

かんたんパソコン会計基礎 12/１㈬・２㈭

10

かんたんパソコン会計応用 12/８㈬・９㈭

10

デジカメ画像処理入門 12/15㈬・16㈭

15

▶申し込み…２週間前まで
久慈職業能力開発センター☎53 6261

職業訓練の受講生
▶訓練科名…ＯＡ経理科
▶期間…11月25日㈭〜３カ月
▶会場…久慈職業訓練協会
▶募集人数…求職者15人
▶申し込み…11月11日㈭まで
ハローワーク久慈 ☎53−3374

ダウン症に関する講演
理解を深めるための講演会。参加
費300円。申し込みは10月29日㈮まで。
▶日時…11月７日㈰10時30分〜
▶会場…盛岡市総合福祉センター
岩手県ダウン症症候群父母の会☎019 641 8399

※保育園の申込みは１月１日号に掲載予定

山岳協会の市民登山
▶日時・場所…10月24日㈰市役所か
ら７時バス出発・遠別〜平庭岳
▶定員・参加費…市民50人・２千円
▶申し込み…10月21日㈭まで
三陸観光 ☎52−2435

お知らせ
街なか事業の資料公表
市は平成18〜22年度を事業期間と
した都市再生整備計画を策定し、社
会資本整備総合交付金（旧まちづく
り交付金）を活用した街なか再生事
業を進めてきました。本事業の事後
評価原案を次により公表しますので
ご覧ください。（市ＨＰにも掲載）
▶公表期間・場所…10月15日㈮〜11
月１日㈪・中心市街地活性化推進
室（市役所１階）
中心市街地活性化推進室☎52 2123

授業や部活動、施設を公開します。
正面玄関で受け付けをしてください。

久慈高校本校
☎55−2211
久慈高校長内校 ☎53−3787

市の緊急雇用創出事業を活用
し、エフエム岩手のふるさと元気
隊久慈支局（多田研三支局長）が
９月21日に開局。現在「ＦＭ岩手
ふるさと元気 Monday くじいく
じ〜く（毎週月曜12：00〜12：55）」
を放送し、久慈の魅力を広く発信
しています。多田支局長は「" 久
慈に行きたい " と思ってもらえる
ような番組に！」と意欲満々。皆
さん、ぜひお聴きください。

長内校で北斗祭開催
久慈高長内校の文化祭「北斗祭」
を開催。ご来場お待ちしています。
▶日時…10月27日㈬・28日㈭18時〜
20時
久慈高校長内校 ☎53−3787

水 産・ 海 洋 研 究 発 表
東北地区の高校生が食品開発や海
洋調査などの研究成果を発表します。
▶日時・会場…10月29日㈮９時５分
〜12時30分・アンバーホール
久慈東高校 ☎53−4489

教育委員会議の予定
▶日時…10月26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

県議との意見交換会

あそびの体験ひろば

県議会議員が出席し、県議会への
意見等を伺います。申し込みは不要。
▶日時…11月４日㈭18時30分〜
▶会場…洋野町役場４階大会議室
県議会事務局議事調査課☎019 629 6022

遊びをつくり、体験し、楽しむイ
ベントです。ぜひご参加ください。
▶日時・会場…10月31日㈰10時〜12
時30分・夏井公民館
▶対象・参加費…小学生・200円
NPO法人・琥珀の泉☎53 1105

市職員の懲戒処分
久慈市懲戒処分等の公表基準に基
づく本年４月１日から９月30日まで
の処分は次の２件です。
７月22日

医療費助成の対象拡大
10月から医療費助成の対象が、母
子家庭のみから、18歳以下の子ども
がいる父子家庭の方まで拡大。助成
を受けるには申請が必要です。詳し
くはお問い合わせください。
市民課☎52 2118
山形総合支所住民生活課☎72 2132

７月31日

事

由 道路交通法違反 服務義務違反

処

分 解雇

５カ月間減給
（給料月額1／10）

職・年齢 臨時職員・30代男性 主事級・30代男性

総務課 ☎52−2112
久慈病院からのお知らせ
☎53−6131

出前トーク

市長と
話そう

本 校 公 開 10／25㈪〜29㈮13：00〜17：00
長内校公開 11／１㈪〜５㈮17：30〜20：30

月日

参加団体
募集

相談して安心！医療相談室

医療相談室では、患者さんやご
家族の方々の不安や悩みについて、
ご相談に応じております。
例えば医療費や生活費、福祉サ
ービスのことなど、ご相談者の立
場に立って一緒に考えさせていた

だきます。
医療相談を希望される方は、直
接ご連絡いただくか、病院スタッ
フにお申し出ください。
▶相談時間…平日①８時30分〜12
時15分②13時30分〜17時15分

山内隆文市長が出向き、皆さん
と懇談する「出前トーク市長と話
そう」を実施します。懇談内容は
市政への提言や、まちづくりに関
する意見交換などです。希望者は
下記により申し込みください。
開催内容・申込方法

▶時間など…月１回・１時間程度
▶対象…市内に在住・在勤・在学
の方で構成する団体。参加人数
は ５ 人 〜15人 程 度（政 治、 宗
教、営利目的の団体は対象外）
▶会場…申込団体で準備をお願い
します（個人宅は除く）
▶会の進行…申込団体で進行をお
願いします
▶申し込み…開催希望日の３週間
前までに下記へ
まちづくり振興課☎52−2116
【注意】●要望などは受け付けません
●市長の公務日程などにより、急きょ
対応できなくなる場合があります

アンバー
ホール情報

Ｎ響主席奏者

永峰氏が
新館長に
10月１日付けで、江戸京子氏に
代わり、永峰高志氏（写真）が市
文化会館の芸術監督（館長）に就
任しました。本年度は、平成23年
度自主事業の企画・制作などを行
い、平成23年度から本格的に業務
を行う予定です。
社会文化課 ☎52−2700
【Proﬁle】 ながみね・たかし／ＮＨＫ
交響楽団第二ヴァイオリン主席奏者。
洗足学園音楽大学教授。文化会館の開
館前から本市の芸術文化活動に協力。
演奏・指導ともに高い評価を受ける。

九戸地方日本短角種子牛共進会を開催 ■10月24日（日）９時30分〜 ■中町イベント広場 ■産業建設課☎72−2129
３ 広報くじ№111
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