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ちだ医院 ☎61‒3366

●11月28日（日曜・当院当番医）も予防接種受け付けます。
●上記以外の平日診療時間にも予防接種は受け付けております。
●11月25日と11月26日は臨時休診とさせていただきます。

予防接種（ワクチン）の
臨時日程のお知らせ
インフルエンザワクチンおよび、それ以外の予防接種も行います

（病気の一般診療はいたしません）

★11月３日㈬㊗・11月23日㈫㊗
午前中のみ９時から12時まで受け付け

★11月９日㈫・13日㈯・20日㈯・27日㈯
午後２時半から３時半まで受け付け

ロイヤルパークカワサキ

Royalpark KAWASAKI
お問合せ・ご予約は

53‒5500

宴会忘・新年会
ご予約承り中!!宴会忘・新年会
ご予約承り中!!

ご予算に合わせて選べるプランをご用意いたしました

選べるお鍋３種類
オードブルコースオードブルコース

昼限定セレブ御膳
お膳コースお膳コースチョイス

!
新メニュー

!

お得な2時間
飲み放題プラン
もございます

お得な2時間
飲み放題プラン
もございます

お得な2時間
飲み放題プラン
もございます

プラス
1,575円で
プラス
1,575円で
プラス
1,575円で平成23年３月31日まで（但し12／30～１／４は除く）平成23年３月31日まで（但し12／30～１／４は除く）

美容館

もんぜん１－１１８－４
ご予約☎５２－８１６１
Sagaさ　が

おかげさまで、営業中！

Q10入りハンドクリームプレゼント　　
　お得意様にはさらにお楽しみあり

♬♬

美容館

もんぜん１－１１８－４
ご予約☎５２－８１６１
Sagaさ　が

おかげさまで、営業中！

Q10入りハンドクリームプレゼント　　
　お得意様にはさらにお楽しみあり

♬♬

ご来店感謝キャンペーン　　
１１/１～年末まで

♬♬ご来店感謝キャンペーン　　
１１/１～年末まで

♬♬ご来店感謝キャンペーン　　
１１/１～年末まで

♬♬

★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 FO RMAT I ON

　母子家庭・父子家庭の方や寡婦対
象の弁護士無料相談。（要申し込み）
▶日時…①11月25日㈭10時～15時②
　26日㈮９時30分～14時30分
▶会場…合同庁舎
問振興局保健福祉環境部☎53‒4982

母子家庭などの悩み

相談

　11月～３月の開館時間は10時～16
時です。ご来館お待ちしています。
問もぐらんぴあ　☎53－9600

もぐらんぴあ開館時間

お知らせ

　雇用など各種相談が受けられるワ
ンストップ・サービスデイを開催。
▶日時…11月25日㈭10時～16時
▶会場…市総合福祉センター
問ハローワーク久慈　☎53－3374

雇用や生活などの相談

　解雇や賃金未払い、パワハラなど
の悩みをご相談ください。
▶日時…11月７日㈰13時～16時
▶会場…二戸地区合同庁舎（二戸市）
問岩手県労働委員会☎019‒629‒6276

二戸で無料労働相談
　ステージ発表のほか作業製品の販
売も。ご来校お待ちしています。
▶日時…11月20日㈯９時～15時
▶会場…久慈拓陽支援学校
問久慈拓陽支援学校　☎58－3004

文化祭・拓陽祭を開催

　演劇や合唱、展示など、久慈地区
の高校等の文化活動をご覧ください。
▶日時…11月20日㈯・21日㈰10時～
　17時　※21日は16時30分まで
▶会場…アンバーホール
問久慈高校　☎55－2211

久慈地区高校文化祭

　歯や口に関する悩みの無料電話相
談です。回答は19時以降。歯科医師
が相談者に電話をして回答します。
▶日時…11月８日㈪10時～20時
問岩手県保険医協会歯科部会☎019‒651‒7341

イイ歯デー電話相談

　高齢者、障がい者とその家族から
の、相談を無料で受け付けます。
▶日時…11月16日㈫13時～17時
▶会場…岩手県福祉総合相談センタ
　ー（盛岡市）
▶相談用電話…☎019-625-0110

高齢者・障がい者なんでも相談
　「響け！歌声喫茶」を開催。懐か
しの歌をみんなで楽しみましょう。
▶日時…11月23日㈷10時30分～
▶会場…やませ土風館
▶前売券…ケーキ・コーヒー付き
　500円（当日550円）
問街の駅・久慈　☎52－2289

喫茶で聴こう歌おう

　８月から父子家庭の父も児童扶養
手当の支給対象になりました。受給
するには父親ご本人の申請が必要で
す。11月中に申請すると、８月分か
ら支給されます。　※12月以降の申
請は翌月からの支給
▶支給要件…母親がいない、母親に
　障がいがあるなどの理由で、父親
　が子どもを監護し、生計を同じに
　している場合　※８月以降に該当
　した方は原則、申請翌月から支給
問子育て支援課　☎52－2169

児童扶養手当 11 月中

　受診票をお持ちでない方で、受診
を希望する方はご連絡ください。

子宮がん・乳がん検診

▶日程・会場…①11／１㈪～２㈫・
　元気の泉②４㈭・山形老人福祉セ
　ンター③５㈮～12㈮・元気の泉④
　22㈪～23㈷・元気の泉
▶受付時間…９時～10時30分・12時
　30分～14時　※２日は午前のみ
問保健推進課　☎61－3315

対象 受診料
子宮が
ん検診

20歳以上で昨年度、市の
同検診を受けていない方 1,250円

乳がん
検診　

40歳以上で昨年度、市の
同検診を受けていない方

40歳代 1,850円
50歳以上 1,250円

久慈市社会福祉大会「地域福祉講演会」　※参加無料。ぜひご来場ください
2010.11.１号　22

ＴＥＬ.52-0041

8社
合同の

当日は『システムキッチン』『ユニッ
トバス』『トイレ』『畳の張替』『ふ
すまの張替』住宅リフォームのこと
なら、何でもご相談下さい

ご当地グルメの店、出店予定！！
他にイベント多数

ご当地グルメの店、出店予定！！
他にイベント多数

ご当地グルメの店、出店予定！！
他にイベント多数

①久慈市『住宅リフォーム工事奨励金』
申請手続きのお手伝い

②リフォームエコポイントプレゼント
（レーベルホームオリジナル）目玉商品　各限定5台

工事費別途かかります。

トイレ
べーシアClie
シャワートイレ

トイレ
べーシアClie
シャワートイレ

9万円9万円9万円
洗面化粧台
一式

（税込） （税込）（税込）3.4万円3.4万円3.4万円

11月7日㈰
場所：㈱ヤマイチリフォーム相談会

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

　平成23年度に行う福祉活動に必要
な機器の購入経費を１～30万円まで
助成します。希望者は11月25日㈭ま
でに申請書を提出ください。助成の
決定は４月上旬の予定です。
問久慈市社会福祉協議会 ☎53‒3380

福祉活動に助成金！

募集

　相続、贈与などにより取得した生
命保険契約や損害保険契約等に係る
年金の所得税の取り扱いを改めるこ
とにしました。
　この取り扱いの変更によって、所
得税の還付を受けられる場合があり
ます。詳しくは国税庁ホームページ
（http://www.nta.go.jp）をご覧い
ただくか、久慈税務署までお問い合
わせください。
問久慈税務署　☎53－4161

税務署からお知らせ

　児童や高齢者への虐待は、みんな
の力で防がなければなりません。虐
待を受けたと思われる方を見つけた
場合などは、下記まで連絡・相談を
お願いします。　※連絡した方が特
定されないよう秘密は厳守します

虐待見つけたら連絡を

　ビデオと朗読劇で、ＤＶの実態と
被害の防止について学びませんか。
▶日時…11月12日㈮13時30分～
▶会場…アンバーホール
問子育て支援課　☎52－2169

ＤＶ被害の防止講座

　木炭資料や木炭品評会作品を展示。
▶日時…11月13日㈯・14日㈰10時～
　16時　※14日は15時まで
▶会場…農林会館（盛岡市）
問農林会館　☎019－626－7630

見事な木炭がズラリ

　石原良純さんの講演や古着ファッ
ションショー、環境保全活動の事例
発表や展示などを行います。
▶日時…11月13日㈯・14日㈰９時30
　～17時　※14日は16時まで
▶会場…アイーナ（盛岡市）
問県環境生活企画室☎019‒629‒5324

いわて環境王国展！

　11月９―15日は秋の全国火災予防
運動。期間中は事業所などへの立ち
入り検査、ご家庭への防火指導を行
います。この機会に住宅用火災警報
器の設置など、火災を防ぎ、命と財
産を守るための備えをしましょう。
問久慈消防署　☎53－0119

防火で命と財産守ろう

　日本年金機構では、国民年金保険
料に未納がある方へ、11～12月に納
付書を送付し、委託業者と連携して
電話督励や戸別訪問などを行います。
未納の方は、お早めに納付いただく
ようお願いします。
問二戸年金事務所　☎0195‒23‒4111

11 月はねんきん月間

児 童
虐 待

子育て支援課 ☎52‒2169
県福祉総合相談センター ☎019‒629‒9605

高齢者
虐 待

地域包括支援センター
 ☎61‒1557

■11月19日㈮14時15分～　■福祉の村　■久慈市社会福祉協議会☎53‒3380


