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三鉄への感謝や応援の声が寄
せられた「メッセージ列車」
左写真／大勢の三鉄ファンが
集まった開会セレモニー

第２回秋のさんてつ祭りは

11

第２回秋のさんてつ祭り

全国

からファン集う
域に密着する三陸鉄道の温か

い魅力に触れ︑子どもも大人

も目を輝かせていました︒

特に︑やませ土風館で開か

れた三鉄運転士がモデルのキ

ャラクター﹁久慈ありす﹂へ

の久慈市特別住民票交付式な

どのイベントは大盛況︒熱烈

なファンで︑会場は大いにに

ぎわいました︒

三陸鉄道の望月正彦社長は

熱いファンを目の当たりにし︑

﹁本当にありがたい︒安全・

安心な運行はもちろん︑お客

さんの満足度向上のためサー

Interview

Information

久慈市成人式

１９
月

月３日︑三陸鉄道久慈駅前

ビス充実に取り組んでいきま

３人から半額きっぷ！
３人以上で同一区間を利用する場
合、運賃が半額になります。貸切列車
も半額（例・レトロ、お座敷列車１両
５万円→２万５千円）です。
▶申し込み…乗車３日前まで（貸切列
車の場合は２週間前まで）

などで開催︒全国各地から大

楽しい企画と温かい接客は

日曜・祝日限定販売の１日フリー乗
車券（２千円）。北リアス線（久慈〜
宮古間）を自由に乗り降りできます。
本年度は、土曜日も利用できます。

す﹂と力を込めていました︒

車両に自由に絵や文字を書

三鉄の醍醐味︒お得な切符も

１日乗り降りし放題！

勢の三鉄ファンが訪れました︒

き込むメッセージ列車やミニ

ありますので︑皆さんも三鉄

Ｅ
ＥＣ
ＥＣＯのりキップ22を限定販売中。
ＣＯ
Ｃ
「久慈
慈あ
「久慈ありす」などのキャラクターが
デザインされたお得な回数券です。
▶価格…２千円（100円券×22枚）
▶販売期間…平成23年３月31日まで

ＳＬの運行︑グッズ販売など︑

かわいくお得な回数券
か

に乗って出掛けてみませんか︒

三鉄久慈駅☎52−0177

祭りは催し盛りだくさん︒地

三鉄お得に楽しもう！
三

日 日

■１４：００〜
■アンバーホール
社会文化課
☎52−2700

【対象】
平成２年４月
２日〜平成３
年４月１日生
まれの方
※市内に住民登録している対象者には 12
月上旬にハガキでご案内します。市外に
お住まいの方で参加を希望する場合は、
12 月 15 日（水）までにご連絡ください。

家族で乗り
たいですね
きよたか

利用客との
距離が近い
すぐる

髙橋清隆さん

石井 豪さん

（本町）

（静岡県富士宮市）

高校時代は電車通。三鉄
を見ると懐かしい気持ちに
なります。冬には、こたつ
列車も始まるので、家族で
乗って出掛けたいですね。

いろいろなイベントを開
くなど、三鉄は利用客との
距離が近いのが良いですね。
静岡からですが、これから
も三鉄を応援しています！

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。

☎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

お知らせ
家屋敷課税の申告を
次のＡ・Ｂどちらかすべてに該当
する方は家屋敷課税の対象です。住
民税（市県民税）の均等割額（５千
円）が課税されます。12月３日㈮ま
でに申告をお願いします。
内

容

Ａ

Ｂ

本年１月１日現在、久慈
ない ある
市に住民登録が…

相談

本年度の住民税が他の市
いる いる
区町村から課税されて…

―法律相談―
日
時
相 談 員
12／２㈭ 13：00〜15：30 高 橋 牧 夫 弁 護 士
12／10㈮ 10：30〜15：30 平本丈之亮弁護士
12／22㈬ 10：30〜15：30 石 田 吉 夫 弁 護 士

◇会場…①市役所２階特別会議室②
③同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
―特設人権相談―
◇日時…12月３日㈮10時〜15時◇会
場…長内公民館
―行政相談―
◇日時…12月14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、落合初次郎
委員
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時…①12／３㈮②17㈮10時〜16
時◇会場…①中央公民館②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…①12／９㈭②22㈬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…①12／１㈬②15㈬10時30分
〜15時30分◇会場…要確認◇申し込
み…二戸年金事務所☎0195‑23‑4111
―福祉のお仕事相談―
◇日時…12／８㈬10時〜14時◇会場
…ジョブカフェ久慈

市内に自分や家族が住む
ことを目的としたアパー
ある ある
トや住宅などが…（※補
足）
※台所やトイレ等が共同の下宿や寮は対象外

税務課 ☎52−2114

農業用廃プラスチックを回収
ハウスのビニル、シートなどの野
焼きや無許可の埋め立ては違法です。
ＪＡ野菜集出荷所（大川目・山形）
で回収しますので、ご利用ください。
▶回収日時…11月29日㈪〜12月３日
㈮９時〜17時
▶対象…ハウス用ビニル、遮光幕、
肥料袋、畜産用ラップフィルム等
▶回収方法…塩化ビニル類、ポリエ
チレン類ごと（マルチ用フィルム
は色別）に分けて梱包し、各自で
回収場所に搬入してください
▶処理経費…１㌔あたり40円
ＪＡ新いわて久慈営農経済センター☎52 1318

市議会定例会の予定
◇本会議…12月3日㈮◇一般質問…
12月８日㈬・９日㈭◇常任委員会…
12月10日㈮◇本会議…12月15日㈬
議会事務局 ☎52−2188

教育委員会議の予定
▶日時…11月25日㈭16時〜
▶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

乳幼児医療費助成制度の対象者を
来年１月から小学生まで拡大。
（扶養
者の所得制限あり）助成額は、病院等
の一部負担額の１／２以内。対象者
には今月中に申請書を発送予定です。
市民課 ☎52−2118
山形総合支所住民生活課☎72 2132

永久選挙人名簿の縦覧
12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・
住所・生年月日などを記載した書面
の縦覧を次により行います。
▶期間…12月３日㈮〜７日㈫８時30
分〜17時
▶会場…下記事務局（市役所１階）
市選挙管理委員会事務局 内線472

青色申告決算説明会
久慈税務署管内の個人事業者等で
青色申告者の方はぜひ出席ください。
日 時
会
場
対 象
12／3㈮14：30〜 JA 新いわて久慈営農経済センター 農
業
12／6㈪13：30〜 アンバーホール
営業・不動産

久慈税務署 ☎53−4161

文化講演と生徒発表
落語家・林家うん平氏による文化
講演会と、高校生による学習成果発
表会を開催。入場は無料です。
▶日時…11月25日㈭12時40分〜
▶会場…アンバーホール
久慈東高校 ☎53−4489

結いっこフェスタ
ステージ発表のほか障がい者が制
作した作品の展示・販売を行います。
▶日時…11月21日㈰12時50分〜
▶会場…市総合福祉センター
久慈市社会福祉協議会☎53 3380

募集

▶日時…12月５日㈰12時開場
▶会場…アンバーホール
▶入場券…一般500円、小・中・高
校生300円
久慈市社会福祉協議会☎53 3380

来年１月から市文化会館のラウン
ジで営業できる方を募集します。
①食品衛生法に定める飲食店営業
のうち食堂、レストラン等を営む
ことについて保健所の許可を受け
ている

市総合計画案への意見
策定中の市総合計画後期基本計画
（平成23〜27年度）の計画案と指標
案について、意見を募集します。詳
しくは市ＨＰをご覧ください。
▶応募方法…住所、氏名、連絡先を
明記し、次のいずれかの方法で応
募①郵送② FAX ③メール④持参
▶応募期間…12月10日㈮まで
政策推進課☎52 2115・Fax52 3653

②これまで３年以上同一業種に属
する事業を営んでいる
③市内在住で、市税の滞納がない

▶申し込み…11月29日㈪まで※応募
者説明会は12月３日㈮13時30分〜
市文化会館（アンバーホール）☎52 2700

荷軽部の市有林売却

食生活改善推進員の養成講座
食生活の改善に向け活動する方
（市内在住65歳以下）を養成します。
▶日時・会場…初回11月22日㈪９時
30分〜（全５回。４回以上受講で
修了証を交付）・元気の泉
▶定員・費用…先着25人･１回500円
▶申し込み…11月19日㈮まで
保健推進課 ☎61−3315

バランス弁当試食会
▶日時…11月25日㈭11時〜
▶会場…山形老人福祉センター（市
役所発着の無料送迎バスあり）
▶定員・参加費…先着40人・500円
▶申し込み…11月19日㈮まで
保健推進課 ☎61−3315

職業訓練の受講生
▶訓練科名…ＯＡ医療事務科
▶期間…12月17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…12月２日㈭まで
ハローワーク久慈 ☎53−3374
久慈病院からのお知らせ
☎53−6131

歳末たすけあい芸能大会

ぜひご参加を ! 飲酒運転追放を誓う久慈市民大会を開催
３ 広報くじ№113

文化会館のラウンジ出店

医療費助成・小学生も対象

応 募 要 件

★本 庁 舎
★山形総合支所
★宇部支所
★侍浜支所
★山根支所

INFORMATION ＆ TOPIC

栄養管理室では、毎週火〜金曜
日の①９時〜９時30分②13時30分
〜14時に、栄養相談を行っていま
す。当院を受診されていない方で
も、かかりつけのお医者さんを通

■11月25日（木） 13時30分〜

■アンバーホール

市有林の立ち木を12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・場所…広葉樹(47〜51年生)
約15.9ha・山形町荷軽部
林業水産課 ☎52−2122

職員
募集

市社会福祉事業団

介護員１人
受験資格・試験

▶受験資格…①平成23年４月１日
現在、60歳未満②介護福祉士の
資格者（平成23年３月31日まで
に取得見込みの方を含む）③採
用予定日（平成23年４月１日ま
たは５月１日）までに普通自動
車運転免許（ＡＴ限定不可）を
有する方
▶試験…12月12日（日）10時〜・
特別養護老人ホームぎんたらす
申込用紙・期限

▶申込用紙…下記事業団で交付。
郵便で請求する場合は、封筒の
表に「職員試験申込書請求」と
朱書きし、あて先と郵便番号を
明記して90円切手を張った返信
用封筒（長３封筒）を同封
▶申込期限…12月６日（月）まで
※郵送の場合は消印有効
久慈市社会福祉事業団☎61−3313
〒028 0014久慈市旭町7 105 10

フ ッ ト サ ル リ ー グ！
▶期間…12月１日㈬〜翌年３月23日
㈬19時30分〜21時30分
▶会場…市民体育館
▶対象…市内に居住または職場があ
る方（高校生以下を除く）
▶募集・登録料…16チーム・８千円
▶申し込み…11月22日㈪まで
市民体育館 ☎61−3353

明るい地域 目指して

保護司信条を唱和する参加者

学ぼう普通救命講習Ⅰ
▶日時…12月12日㈰９時〜
▶会場・定員…防災センター・中学
生以上30人（当日は印鑑を持参）
▶申し込み…12月10日㈮まで
久慈消防署 ☎53−0119

毎週火〜金に栄養相談
して相談をすることができます。
糖尿病や腎臓病などの生活習慣
病がある方や、自分の食生活に不
安がある方は、かかりつけのお医
者さんにご相談ください。

岩手県ブロック別更生保護研究
大会は10月27日、アンバーホール
で開催。県北・沿岸地区の保護司
など約250人が一堂に会し、 青少
年の健全育成や犯罪予防活動を通
じて、明るい地域づくりを目指す
ことを誓いました。
同大会では各地区保護司会の活
動発表や、保護司として長年活動
を続ける方の表彰も行われました。
【市内受賞者※敬称略】 ◆東北地方
更生保護委員会委員長表彰…上神田
正巳、西美代子◆県知事感謝状…稲
村和雄、鳥谷峯道子、久慈匡弘

■生活環境課☎54 8003
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12月

保健
保健だより
だより
だより

●休日当番医・当番薬局●
期 日

11月15日号

当番医・薬局
㊩しろと内科循環器科クリニック

No.113
植物油、大豆インクを使用しています
再生紙を使用しています

（☎61−3330）
薬 及川薬局田屋町店
○
５日
（日）
（☎61−3010）
薬 みどり薬局
○
（☎61−3911）
おおさわ内科
･ 胃腸科医院
㊩
（☎61−3033）
薬 ホソタ薬局
12日
（日） ○
（☎53−1193）
薬
キング薬局
○
（☎61−1360）
㊩金子クリニック
（☎61−1005）
薬
アサヒ薬局久慈店
19日
（日） ○
（☎75−3322）
薬 キング薬局
○
（☎61−1360）
㊩白岩小児科医院
（☎53−4408）
薬 菊屋薬局荒町店
23日
（木） ○
（☎61−1233）
天皇誕生日
薬
サンケア薬局県立久慈病院前店
○
（☎61−1888）
㊩久慈恵愛病院
（☎52−2311）
26日
（日） 薬
○みどり薬局
（☎61−3911）
㊩前田整形外科・内科医院
（☎52−4051）
29日
（水） 薬
○みどり薬局
（☎61−3911）
㊩小林外科医院
（☎53−4010）
30日
（木） 薬
○みどり薬局
（☎61−3911）
㊩藤田皮膚科医院
（☎52−8700）
31日
（金） 薬
○みどり薬局
（☎61−3911）
薬
※㊩…休日当番医、○…休日当番薬局
休日当番医と休日当番薬局は変更になる
場合がありますので、ご確認ください

人口と世帯数
●人 口
男
女
●世 帯

…
…
…
…

平成22年10月31日現在
38,198 人 （−18）
18,448 人 （−12）
19,750 人 （− 6）
15,181世帯（＋11）
（ ）内は前月比

10月のデータ
■市内の火災
○発生件数 … １件（ 11／± 0）
○死傷者数 … ０人（ 0／± 0）

発行／久慈市

☆元 気 の 泉（☎６１−３３１５）
☆久慈保健所（☎５３−４９８７）

●健診・相談・献血●
期 日

健診名（相談名）
３歳児健診
対象：平成19年９月生まれ

会 場
元気の泉

時間（受付時間）
受付 12：45〜13：30
事前に自宅で目と耳の検査を行ってください

２日
（木） 産業保健センター個別健 久 慈 医 師 会（ 市
康相談
対象：50人未満の事業所に勤務する方

役所分庁舎２階） 13：00〜15：00
☎53 0114
ボランティアルーム
13：30〜15：30
サロンたぐきり（栄町）

こころの相談
３日
（金）（傾聴します）

◇宮城建設㈱本社
10:30〜11：30
◇久慈病院
13：00〜16：30
ふくしサロン
10：00〜15：00
こはくのまちの保健室 「しあわせＳＵＮ」 看護師に健康上のお悩みを相
談してください
☎61 3933
８日
（水）
◇久慈警察署
９：00〜11：00
全血献血
◇北日本造船㈱久慈工場
13：00〜16：00

６日
（月） 全血献血

14日（火）

エイズ迅速検査・相談、
久慈保健所
肝炎ウイルス検査

受付

骨髄バンク登録

受付

久慈保健所

15日（水） １歳児相談
対象：平成21年12月生まれ
４〜５カ月児相談
16日（木）

対象：平成22年７月生まれ

６カ月児健診
対象：平成22年５月生まれ

1 歳６カ月児健診
17日（金） 対象：平成21年５月生まれ
精神保健福祉相談
21日（火） 発達とことばの相談
対象：乳幼児
県発達障がい者支援セン
22日（水） ター「ウィズ」出張相談
こころとからだの相談

※予約制・前日まで

元気の泉

受付 ９：30〜10：00

元気の泉

受付 ９：30〜10：00

元気の泉

受付

13:00〜13:30

受付

13：00〜13：30

元気の泉
久慈保健所
元気の泉
元気の泉

（家族などの生活や発達の相談）

平日

14：00〜16：00
17：00〜19：00
14：00〜16：00

※歯ブラシ持参
※絵本のプレゼントあり

幼児フッ素塗布を行いますので、歯磨き
をしてきてください。（歯ブラシ持参）

受付 13：30〜 ※予約制・前日まで
10：00〜14：00 ※予約制・
申し込みは11月30日（火）まで

受付

10：00〜17：00

※予約制（☎019 601 2115）へ
学校や施設等も相談可

こころとからだ ９：00〜17：00 ※まずはお
の相談センター 電話ください ☎53−3652

※熱があるなどインフルエンザの症状が疑われる場合、体調が悪い場合は元気の泉までご連絡ください。乳幼児の
健診などは翌月でも受けられます
※お子様の相談、健診には母子健康手帳と、問診表（記入したもの）をお持ちください。受付時間をお守りください
※相談・検診は、お一人３時間前後時間が掛かりますので、あらかじめご了承ください
◆１カ月児健診、３〜４カ月児健診、９〜 11 カ月児健診は、赤ちゃん手帳の受診票を持参して、指定医療機関で
受診してください◆こころの相談、生活習慣病予防など保健師や栄養士の相談は随時行っていますので、電話で予
約してください

■救急活動
○出動件数 … 88件（807／＋
⎧交通事故 … ８件（ 59／＋
病 … 55件（532／＋
⎨急
⎩そ の 他 … 25件（216／＋
■市内の交通事故など
○発生件数 … 59件（563／＋
⎧ 人身事故 … ６件（ 45／−
⎨
⎩ 物損事故 … 53件（518／＋
○死 亡 者 … １人（ 2／±
○負 傷 者 … ５人（ 58／−
○飲酒運転
検挙者数 … １人（ 13／−

◇地域別検挙者数…侍浜分会１人
25）
5）
16）
4）
68）
12）
80）
0）
8）
1）

■ごみの状況
○年間処理費見込み…３億３千万円
○総量 … 1,151㌧ (11,735／−223）
◇一人一日当たりの排出量…973㌘
（前年同期− 41）
( ) 内は１月からの累計／前年同期との比較

納期のお知らせ
国民健康保険税・後期高齢者保険料―５期

固定資産税―４期
学校給食費―７期

編集／総合政策部 〠028 8030 岩手県久慈市川崎町１番１号 ☎0194 52 2111

納期11月30日
納期11月26日
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