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プレゼント

おとめやおとめや

　　otome-ya.co.jp@docomo.ne.jp

女性お顔そり専門店
ブライダルシェービング

お顔そりコース
￥2,000～

お手入れコース
￥1,500～

TEL 080-1659-0595
久慈市栄町37-129-1定休日　日・月曜日

ご予約優先

各コースご来店のたびに1月
2月 〈ヒアルロン酸マスク〉

プレゼントプレゼントプレゼント

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。）
安心安全の目印「Ｓマーク」登録店

㈲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

【手作りで”たこ揚げ”】
　作った後は巽山公園で、たこ揚げ
を楽しみましょう！（要申し込み）
▶日時…１月10日（祝）10時～
【手作りはんこ教室】
　手作りの消しゴムはんこで模様を
付けて、自分だけの布小物を作りま
せんか。　（要申し込み）
▶日時…１月23日㈰10時30分～
▶費用…大人200円・中学生以下100円
問街の駅・久慈　☎52－2289

やませ土風館で遊ぼう！

▶申し込み…２週間前まで
問久慈職業能力開発センター☎53‒6261

無料でスキルアップ

　東京都豊島区に本県出身者のため
の学生寮「岩手県学生会館」があり
ます。詳しくはお問い合わせくださ
い。
▶入寮資格…寮から通学できる大学、
　短期大学などに入学する学生
▶入寮期間…原則、入学から２年間
▶寮費…月８万5,000円（朝夕の食
　費、共益費、自治会費を含む）

学生会館お得に入寮

　うつ病などの知識や、心の健康状
態が不調な方への対応について学ぶ
研修会。お早めに申し込みください。
▶日時…２月４日㈮13時30分～
▶会場…二戸市シビックセンター
▶対象…企業などの安全衛生・労務
　管理業務の関係者や事業主
▶定員…先着50人
問岩手産業保健推進センター☎019‒621‒5366

職場の心の健康研修会

　九戸地方育英会では、教員を目指
して大学などに進学する方に奨学金
をお貸しします。
▶応募資格…久慈管内に本籍があり、
　４年制大学などに入学見込み（在
　学中）の方
▶奨学金額…月３万円
▶申し込み…３月25日㈮まで
問総務学事課　☎52－2154

教員志望者に奨学金

研修コース 期間 定員
エクセル2007応用 ２/２㈬・３㈭ 15
エクセルビジネス活用 ２/９㈬・10㈭ 15
パワーポイント2007 ２/16㈬・17㈭ 15
ホームページ作成Ⅰ ２/23㈬・24㈭ 15

※選考日までに入学する学校の合格
　が確定する方が対象です
問岩手県学生援護会☎03‒3972‒4783

選考日 申込期間 会場
２／16㈬ １／29㈯～２／12㈯ アイーナ

（盛岡市）３／16㈬ ２／25㈮～３／11㈮

久慈市ＰＲ
に願い込め

演歌の
ＣＤ制作

Information

　やませ土風館内・レトロ館の
中野正利館長（写真）が金田亘
平の芸名でＣＤデビュー。曲は
本市出身の山田倫久さん（花巻
市）が作詞・作曲した「北限乃
海女」で、久慈市のＰＲと活性
化の願いを込めて制作しました。
　ＣＤは、やませ土風館などで
販売しています。

15　広報くじ№116

ちだ医院
久慈市門前37‒56‒26　☎61‒3366

小児科・内科
アレルギー科

当院で接種可能な予防接種
▶▶▶▶▶▶▶定期・任意とも◀◀◀◀◀◀◀
三種混合・二種混合・麻疹・風疹・日本脳炎
・ＢＣＧ・インフルエンザワクチン・水痘ワ
クチン・おたふくかぜワクチン・Hib（ヒブ）

（午後は予防接種のみで一般診療はありません。同日は事前予約不要）
★新年１月８日㈯ 午後２時半から４時まで

予防接種外来

※任意ですが市助成金がある小児肺炎球菌ワクチンと
　子宮頸癌ワクチン

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 新 年 会
ご予約承り中!!
新 年 会
ご予約承り中!!宴会

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）Tel.0194-61-3232

〒028ｰ0041 久慈市長内町35-113-3

宿泊可能

お風呂につかって、

食べて、飲んで、

１日ゆっくりと。
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こ ふん
年末・年始 休まず営業!!

24時間営業 久慈健康ランド

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します
あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い致します

大人￥500　子供￥250入浴料 大人￥500　子供￥250入浴料

★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

　県内の求人情報などを提供する
「Ｕ・Ｉターンシステム」を実施中。
インターネットを通じて求職登録い
ただくと、求人情報を検索できます。
Ｕターン就職等をお考えになってい
る県外在住のご家族や友人に登録を
お勧めください。また採用をお考え
の企業の皆様は、求人情報の登録を
お願いいたします。
問岩手県Ｕターンセンター☎03‒3524‒8284

Ｕターン希望は登録を

お知らせ

　これからの季節は強風や積雪で樹
木が倒れ、電線が断線することがあ
ります。切れた電線や電線への倒木
には絶対触らないでください。また
除雪作業は、周囲の電線に気をつけ
るようお願いします。　※切れた電
線を見つけたら下記までご連絡を
問東北電力コールセンター☎0120‒175‒466

除雪は電線にご注意を
　国税に関する相談は、久慈税務署
☎53－4161に電話をし、音声案内に
従って１を選択してください。

国税の相談はセンタ̶へ

　平成23年１月１日現在で市内に事
業用償却資産を所有している方は、
申告が必要です。地方税の手続きを
インターネットを利用して行う電子
申告システム「eLTAX」での申告も受
け付けます。お早めにお願いします。
▶申告期限…１月31日㈪まで

取り壊したら届け出を
　居宅、物置、車庫などを取り壊し
た場合は、家屋取壊届出を税務課（市
役所１階）に提出してください。
問税務課　☎52－2114

固定資産税の償却資産申告

　消防出初式を開催。分列行進に伴
い、10時～11時ころにかけて市街地
で交通規制が行われます。皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
▶日時…１月10日（祝）８時45分～
▶会場…アンバーホール
問消防防災課　☎52－2173

１／10は消防出初式

　国有林の管理・経営に皆さんの声
を役立てるため、アンケートへの回
答や会議に出席する国有林モニター
（数十人程度）を募集。応募資格、応
募方法などはお問い合わせください。
▶任期…平成23年４月から１年間
▶申し込み…１月４日㈫～31日㈪ま
　で
問東北森林管理局☎018‒836‒2274

求む ! 国有林モニター

選択 つながる内容・用件
１ 国税に関する「電話相談センタ―」

２ ♦税務署への問い合わせ♦納付相談
（電話相談または面接予約）など

空きあり！市営住宅

　「久慈市子どもの読書活動推進計
画（計画期間・平成23～27年度）」
の策定を進めています。この計画は、
子どもが本を読みたくなるような環
境づくりのため、読書環境の整備方
針を定めるものです。計画案につい
て、皆さんのご意見を募集します。
▶応募方法…住所、氏名、電話番号を
　明記し、次のいずれかの方法で応
　募①郵送②ＦＡＸ③メール④持参
▶資料の備え付け場所…①アンバー
　ホール②市立公民館③図書館④市
　ホームページ
▶募集期間…１月21日㈮まで
問社会文化課☎52‒2700･Fax52‒2730

読書活動計画にご意見を

募集

▶申し込み…１月14日㈮まで
問建築住宅課　☎52‒2120
問山形総合支所産業建設課☎72‒2129

住　宅　名 戸数 家賃（月額）
宇部和野平地区住宅 ２戸 2,000円～3,000円

※国税庁ＨＰからも税情報が入手できます


