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

住 民（ 出 稼 ぎ 者 ） 検 診
受診希望の方で、まだ申し込んで
いない方はご連絡ください。
▶日時・会場…１月３日㈪〜５日㈬
７時〜11時・元気の泉
▶対象…出稼ぎ者、特定健診対象者、
後期高齢者など
▶受診料…①特定健診（出稼ぎ者）
2,700円②特定健診のみ２千円③
肝炎ウィルス検診800円④大腸が
ん検診400円⑤胃がん検診1,400円
商工観光課 ☎52−2123

駅の自転車引き取りを

お知らせ
高校配置にご意見を
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２回目の地域別
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…12月９日㈭18時30分〜
▶会場…合同庁舎
県教委学校教育室☎019‑629‑6206

森林伐採は手続き
森林の伐採・開発には、事前に手
続きが必要です。計画がある場合は、
下記までご連絡、ご相談ください。
内

容

問い合わせ先

保安林以外の森林での 市林業水産課☎52 2122
立木伐採
市産業建設課☎72 2129
保安林での立木の伐採
振興局林務部☎53 4984
や土地の形質の変更
保安林以外の森林での
振興局林務部☎53 4984
１ha を超える開発

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）

★12月23日㈭㊗
午前９時から12時まで予防接種のみ受付

★12月７日㈫・18日㈯・21日㈫・25日㈯・28日㈫
午後２時半から４時まで予防接種のみ受付

久慈駅の駐輪場で警告札が張られ
ている自転車の持ち主は、至急引き
取りをお願いします。12月12日㈰ま
でに引き取られない場合は、放置自
転車と判断して撤去・処分します。
ご理解、ご協力をお願いします。
生活環境課 ☎54−8003

市民税の給与天引きを
給与所得者には、所得税と同様に
市民税を給与から天引きする特別徴
収制度があります。納付が年４回か
ら12回となって１回当たりの金額が
減り、納め忘れもなくなります。開
始する場合は事業所や市税務課（☎
52‑2114）にお問い合わせください。

県 最 低 賃 金 が 644 円 に
10月30日から岩手県最低賃金が時
間額644円（旧631円）に改正されま
した。最低賃金には、精皆勤・通勤
・家族・時間外などの手当と賞与は
含まれません。
岩手労働局総合労働相談センター☎0120 980 783

今年もやります

12月6日〜3月18日まで

（除外日あり）

シルバー湯治プラン
5,300円〜
お友達を誘ってべっぴんの湯でのんびりしましょう。

お一人様
１泊２食付

※適用条件・料金・特典など詳しくはお問合せ願います。

ちだ医院

☎61 3366

12月中に新しい電話帳をお届けし
ます。リサイクル推進のため現在お
使いの電話帳は配達員にお渡しくだ
さい。不在などで古い電話帳を渡せ
なかった場合や、配達冊数の変更が
ある場合は、ご連絡ください。
タウンページセンタ☎0120 506 309

道の駅ラリーで特産品
県内30カ所の道の駅を対象にスタ
ンプラリーを開催。制覇した駅数に
よって抽選で特産品があたります。
用紙は各道の駅などにあります。
▶期間…12月１日㈬〜４月10日㈰
※４月11日㈪消印有効
岩手河川国道事務所019 624 3131

読 書 効 果 を 学 ぼ う！
読書が子どもに与える効果を学ぶ
家庭教育セミナー。ぜひご参加を。
▶日時…12月11日㈯10時〜
▶会場…中央公民館
中央公民館 ☎53−4606

岩手県民俗芸能大会
神楽をテーマに５団体が出演。ぜ
ひご来場ください。（入場無料）
▶日時…12月12日㈰10時30分〜
▶会場…アンバーホール
社会文化課 ☎52−2700

青 年 期 の「 心 」 講 演 会
岩手医大の岩戸清香氏がひきこも
りの理解と支援に向け講演します。
▶日時…12月９日㈭18時〜
▶会場…合同庁舎
久慈保健所☎53−4987

忘・新年会

宴会 ご予約承り中!!
ス!
チョイ

オードブルコース
選べるお鍋３種類

新年交賀会ご参加を
▶日時…１月４日㈫11時〜
▶会場…久慈グランドホテル
▶申し込み…会費３千円を添えて、
12月15日㈬までに申し込み
生活環境課 ☎54−8003

無料でスキルアップ
研修コース

期間

定員

ISO 内部監査員レベルアップ １/18㈫・19㈬

10

エクセル2007入門 １/19㈬・20㈭

15

エクセル2007基礎 １/26㈬・27㈭

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

お膳コース
昼限定セレブ御膳
お得な2時間
プラス 飲み放題プラン
で
もございます
5円

Royalpark KAWASAKI 53 5500

東京交響楽団
クリスマス
コンサート
12.23 ㈷

■15：00〜
■アンバーホール
■一般3,000円・高
校生以下1,500円
（宝くじ助成によ
る特別料金）
アンバーホール
☎52−2700

ＩＴスキルをアップ
就職活動に向けたパソコンの基本
操作が無料で学べるセミナーです。
▶日時…12月21日㈫・22日㈬９時〜
16時
▶会場…久慈職業能力開発センター
▶定員…求職者18人（要申し込み）
ジョブカフェ久慈 ☎53−3344

スキー・ボードを学ぼう

▶申し込み…12月10日㈮まで
建築住宅課 ☎52 2120
山形総合支所産業建設課☎72 2129

楽しく学べるスキー・スノーボー
ド講習会。ぜひご参加ください。
▶日時…１月16日㈰・23日㈰・30日
㈰10時30分〜15時
▶会場…平庭高原スキー場
▶対象…一人でリフトに乗車できる
小学生以上の市民
▶定員…①スキー30人②ボード10人
▶申し込み…１月12日㈬まで
久慈市体育協会 ☎61−3353

親子で手打ちそば挑戦

マンホールカプセル設置

空 き あ り！ 市 営 住 宅
住 宅 名

戸数

家賃（月額）

み な と 団 地 １戸 18,600円〜27,800円
宇部和野平地区住宅 ２戸 2,000円〜3,000円
萩ヶ丘地区住宅 ２戸 3,800円〜6,400円

▶日時…１月７日㈮10時〜13時
※市役所西口から送迎バスあり。
希望者は９時までに集合
▶会場…山形老人福祉センター
▶対象…親子20組（子どものみ可）
▶参加費・持ち物…500円・エプロン、
三角巾、タオル
▶申し込み…12月24日㈮まで
農政課 ☎52−2121

葬儀用のお花
お悔やみの気持ちをお花で…

10月の産業まつ
りミニ下水道展で、
皆さんにメッセー
ジを書いていただ
いたマンホールカ
プセル2010（写真
上）は、10月29日
に旭町に設置しま
した。（写真下）

仏壇、
神仏具、
花環、
葬儀一式

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ

ュー!
新メニ

平成23年３月31日まで（但し12／30〜１／４は除く）
ロイヤルパークカワサキ
お問合せ・ご予約は

久慈市山根町 ☎57 2222

募集

ご予算に合わせて選べるプランをご用意いたしました

1,57

●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。
●12月２日午後休診、12月29日〜１月６日まで休診とさせていただきます。

宝くじ文化公演

ＮＴＴ電話帳の配達・回収

御歳暮用、
クリスマス用、お正月用のお花
各種取り揃えています
ご予算に応じて承ります
丁寧にお作りします。

久慈市中央

花のティンカーベル ☎53-5761

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。

長内館・川貫館
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

☎52 2010

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155
●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

19 広報くじ№114

2010.12.１号 18

