月

日︑アンバーホール

１５０万人の前後となった小

業１年分の招待券と特産品が︑

んにはアンバーホール自主事

館者から大きな拍手︒山岸さ

玉を割ると︑関係者や他の来

亀田公明教育長の３人でくす

山岸さんと山内隆文市長︑

人目の幸運を射止めました︒

れた山岸マサさんが１５０万

トの開催日で︑普代村から訪

交響楽団クリスマスコンサー

この日は宝くじ文化公演東京

が入館者１５０万人を達成︒

23

國美智子さん︵大槌町︶と金

３回分の自主事業招待券と特
産品が贈られました︒

万人を目指し

山内市長は﹁今後も来館い
ただき︑次の

■11：00〜
■アンバーホール 前回の夏井大梵天神楽

てください﹂と祝福︒山岸さ

１ 23

んは﹁信じられません︒ホー

Information

魚市場が活気づきました︒

きな歓声が響き︑年明けから

開き︒恒例のもちまきでは大

込め︑山内市長など５人が鏡

続いて漁業の躍進に祈りを

ます﹂と力を込めました︒

安心な海産物を提供していき

は﹁水産資源を守り︑安全で

つ︒市漁協の皀健一郎組合長

漁業を進めます﹂とあいさ

を持てるよう︑つくり育てる

山内隆文市長は﹁若者が夢

の安全と豊漁を祈りました︒

４日開かれ︑約１００人が漁

市営魚市場初売り式は１月

日

ルは広く音も良い︒友人と一

緒にまた来たいです﹂と驚き

ながらも喜んでいました︒

年

年 カ

皆に愛され続け︑平成
２月３日の開館から

響きわたりました︒

観客の大きな拍手がこの日も

で︑ホールには美しい音色と

クリスマスコンサートも盛況

月で達成したうれしい節目︒

11

２年に１度開かれる
郷土芸能の祭典。市内
９団体のほか、ゲスト
として普代村の鵜鳥神
楽も出演します。入場
無料。この機会にまち
に伝わる見事な芸能を
お楽しみください。

久慈市
郷土芸能祭

50

安全
豊漁

15号
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入館者

魚市場で初売り式

12

子フサヨさん︵普代村︶には

10 11

祈り込める

サケなどを初競りにかける関係者

平成23年（2011年） №117
〔ホームページアドレス〕
http://www.city.kuji.iwate.jp/
左／山内市長から150万人目の証書を受け取る山岸さん（右）
右／調和のとれた美しい音色で、観客を魅了した東京交響楽団

1

アンバーホール 11年10カ月でうれしい節目

皆に愛されて―
150 万人

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

TOWN TOPICS

所得税の還付申告書作成無料相談

市民ユニカール大会

国有林計画の懇談会

見事な作品勢ぞろい

▶日時…２月５日㈯10時〜16時
▶会場…やませ土風館
▶対象…収入が給与や公的年金のみ
で、還付申告となる方
▶持参するもの…①源泉徴収票②保
険などの控除証明書③社会保険・
医療費の領収書④印鑑⑤還付先の
口座番号の控え
東北税理士会久慈支部☎53−2133

▶日時…２月６日㈰９時〜
▶会場…市民体育館
▶部門…①ふれあいの部・小学生と
60歳以上②一般の部・中学生以上
▶チーム編成…監督１人（選手兼任
可）、選手３人、補欠１人
▶申し込み…１月26日㈬まで
社会体育課☎52−2156

久慈・閉伊川国有林の森林計画に
関する住民懇談会。皆さんの意見や
要望をお聞かせください。
▶日時…１月26日㈬13時30分〜
▶会場…宮古市民文化会館
▶定員…30人 ※応募多数の場合は
抽選
▶申し込み…１月20日㈭まで
三陸北部森林管理署久慈支署☎53 3391

高齢者が制作した見事な作品を展
示即売。ぜひご来場ください。
▶日時…①２月５日㈯11時〜15時②
６日㈰10時〜14時
▶会場…市総合福祉センター
久慈市社会福祉協議会☎53−3380

相続登記の無料相談

相談
―法律相談―
日
時
相 談 員
２／４㈮ 10：30〜15：30 平本丈之亮弁護士
２／10㈭ 13：00〜15：30 高 橋 牧 夫 弁 護 士
２／23㈬ 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
―人権相談―
◇日時…２／17㈭13時30分〜16時◇
会場…山形総合支所第１会議室◇相
談員…清水頭クニ子委員
―行政相談―
◇日時…２／25㈮13時30分〜16時◇
会場…市役所１階第３会議室◇相談
員…黒沼正雄委員、大沢リツ子委員
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時…①２／４㈮②18㈮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…①２／９㈬②24㈭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…①２／２㈬②16㈬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…①２／９㈬②23㈬10時〜14
時◇会場…ジョブカフェ久慈◇県社
会福祉協議会（長畑）☎080‑1651‑6203

３ 広報くじ№117

▶日時・会場…２月の毎週金曜日10
時〜12時・岩手県司法書士会館
（盛岡市）
２月平日は、県内各司法書士事務
所でも無料相談を開催します。悩み
や困りごとを相談ください。
岩手県司法書士会☎019 622 3372

募集
入札等参加者の資格審査申請
市は建設工事、測量等の建設関連
業務、物品購入や業務委託などを発
注する場合、競争入札または随意契
約で行っています。平成23・24年度
において、入札や見積りに参加を希
望する方は下記により申請ください。
※現在の登録者も申請が必要です
種 別
受付期間
物品購入・業務委託
受付中〜２／28㈪
市営建設工事・建設関連業務 ２／１㈫〜３／31㈭
小規模工事
２／１㈫〜２／28㈪

▶申請書…財政課と山形総合支所ふ
るさと振興課で配布。市ＨＰにも
掲載（提出は財政課へ）
財政課 ☎52−2113

職業訓練の受講生
雇用保険を受給できない求職者対
象のＯＡ基礎科訓練です。定員は20
人。お早めに申し込みください。
▶期間…３月１日㈫〜３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
ハローワーク久慈 ☎53−3374

岩大との連携事例を紹介
産学官連携による、人材育成やま
ちづくりの事例を紹介する「久慈市・
岩手大学地域連携フォーラム」を開
催。事前にお申し込みください。
▶日時…２月２日㈬15時〜
▶会場…久慈グランドホテル
総合政策部産業開発担当☎52 2369

土風館で女子会を開催
▶日時…１月29日㈯18時〜
▶会場…やませ土風館
▶参加費…３千円（飲食代込み）
▶定員…30人程度
▶申し込み…１月26日㈬まで
街の駅・久慈 ☎52−2289

講演で生活習慣改善
生活習慣の改善に向けて、ＮＨＫ
科学・環境番組部ディレクターの北
折一氏が「若返りダイエット」につ
いて講演。事前に申し込みください。
▶日時…１月28日㈮13時30分〜
▶会場…アンバーホール
保健推進課 ☎61−3315

盛岡農高で農業学ぼう
▶募集…特別専攻科（農業科）20人
※修業２年。登校日は週２日
▶授業料…月2,700円（入学金等別）
▶対象…高校卒業者（見込み含む）
▶試験日…２月４日㈮※面接
▶試験会場…盛岡農業高校
▶申し込み…1月28日㈮まで
盛岡農業高校 ☎019 688 4211

放送大学の４月入学生
平成23年度第１学期（４月入学）の
学生を募集中。放送大学はテレビや
ラジオを通して学ぶ遠隔教育の大学
で、心理学、福祉、経済、歴史など
幅広い分野を学ぶことができます。
▶対象…15歳以上 ※学力試験など
はありません
▶出願期間…２月28日㈪まで
放送大学岩手学習センター☎019 653 7414

差し押さえ財産の公売

温かい車内から景色を楽しむ乗客

市税滞納処分の一環として差し押
さえた財産の公売を行います。
▶日時・会場…２月３日㈭13時〜（開
場10時）・大会議室（市役所３階）
▶公売物品…液晶テレビ、マッサー
ジチェアー、ＤＶＤプレイヤー、
応接セット など
※詳しくは市ＨＰを参照
収納対策課 ☎52−2368

12月18日、三陸鉄道の冬の風物
詩「こたつ列車」の出発式が久慈
駅で開かれ、初日から乗客でいっ
ぱいになった列車が、にぎやかに
スタートしました。
乗客は、こたつに入って温まり
ながら、特製の海鮮弁当や車窓か
らの景色を満喫。トンネル内で「な
もみ」が登場すると、車内は大き
な歓声で沸き立ちました。
こたつ列車の運行日は、３月27
日までの土日祝日。事前に予約が
必 要 で、 料 金 は 普 通 運 賃 プ ラ ス
300円です。詳しくは下記まで。
三陸鉄道久慈駅 ☎52−0177

通学区域外の就学希望

お知らせ
教育委員会議の予定
▶日時…１月27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

心の健康調査に協力を
久慈保健所と岩手医科大学では、
久慈管内の約３千人（無作為抽出）
を対象に「心の健康などに関する意
識調査」を実施します。用紙が届い
た方は、氏名、住所、電話番号も記
載いただき、返信用封筒で２月中旬
までに返送をお願いします。
久慈保健所 ☎53−4987
久慈病院からのお知らせ
☎53−6131

県内にはリハビリをサポートす
る県支援センターのほか、10の「地
域リハビリテーション広域支援セ
ンター」 があります。 久慈地域で
は 久 慈 病 院 が 同 セ ン タ ー と し て、
リハビリを支援しています。
センターでは、 障がいのある方

こたつ列車スタート

就学すべき小・中学校は、住所地
で指定されていますが、次のいずれ
かに該当する場合は就学校の変更が
認められます。
①両親が共働きなどの理由で、下校後、
祖父母等の家や自営業の業務先で保護
監督する場合

湾口防に深まる理解

②指定校に特別支援学級がない場合
③転居の場合→卒業または年度末まで転
居前の学校に就学
④家の建築で転居予定の場合→転居予定
先の学校に就学
⑤きょうだいが通学区域外の学校に就学
している場合
⑥通学距離、交通環境、通学の安全上等
から特に配慮が必要と認められる場合
⑦教育的配慮が必要と認められる場合

総務学事課 ☎52−2154

地域のリハビリを支援！
や高齢者などが一生住みなれたま
ちで生き生きと生活できるように、
介護関係者等対象の研修会や講演
会などを行っています。 このほか
市町村が進める介護予防事業など
も支援しています。 ご意見ご要望
などは気軽にお寄せください。

湾口防波堤の必要性を説明する職員

国土交通省から湾口防波堤の建
設工事を請け負う東亜建設工業久
慈工事事務所（滝川光雄所長）は
12月、久慈湊小学校と長内小学校
に、過去に久慈市を襲った津波の
高さが分かる標尺と、津波の説明
板を設置しました。
12月17日には、同事務所の職員
が久慈湊小で、津波の被害の大き
さと、湾口防波堤の効果などを説
明。児童は真剣な表情で聞き入り、
津波の怖さと湾口防波堤の必要性
に理解を深めていました。
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●休日当番医・当番薬局●
期 日

１月15日号

当番医・薬局
㊩しろと内科循環器科クリニック

No.117
植物油、大豆インクを使用しています

（☎61−3330）
薬 及川薬局田屋町店
○
６日
（日）
（☎61−3010）
薬 サンケア薬局県立久慈病院前店
○
（☎61−1888）
㊩おおさわ内科・胃腸科医院
（☎61−3033）
薬 ホソタ薬局
11日
（金） ○
（☎53−1193）
建国記念の日
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
○
13日
（日）
（☎75−3322）
薬 キング薬局
○
（☎61−1360）
㊩白岩小児科医院
（☎53−4408）
薬 ハーモニー薬局
○
20日
（日）
（☎61−3305）
薬 キング薬局
○
（☎61−1360）
㊩久慈恵愛病院
（☎52−2311）
27日
（日） 薬
○サンケア薬局県立久慈病院前店
（☎61−1888）

●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11月生まれ

健康相談

こころの相談
４日（金）（傾聴します）

再生紙を使用しています

平成22年12月31日現在
38,180 人 （＋ 7）
18,429 人 （＋ 1）
19,751 人 （＋ 6）
15,201世帯（＋12）
（ ）内は前月比

12月のデータ
■市内の火災
○発生件数 … ２件（14／＋ 2）
○死傷者数 … ０人（ 0／± 0）

発行／久慈市

役所分庁舎２階） 13：00〜15：00

８日（火）

ボランティアルーム
13：30〜15：30
サロンたぐきり（栄町）

受付

骨髄バンク登録

受付

１歳児相談
対象：平成22年２月生まれ

県発達障がい者支援セン
16日（水） ター「ウィズ」出張相談

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）

全血献血
４〜５カ月児相談
対象：平成22年９月生まれ

６カ月児健診
17日（木） 対象：平成22年７月生まれ
全血献血

精神保健福祉相談

…
…
…
…

事前に自宅で目と耳の検査を行ってください

エイズ迅速検査・相談、
久慈保健所
肝炎ウイルス検査

対象：平成21年７月生まれ

●人 口
男
女
●世 帯

元気の泉

時間（受付時間）
受付 12：45〜13：30

対象：50人未満の事業所に勤務する方 ☎53 0114

1歳６カ月児健診

人口と世帯数

会 場

３日
（木） 産業保健センター個別 久 慈 医 師 会（ 市

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

※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・健診は、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

☆元 気 の 泉（☎６１−３３１５）
☆久慈保健所（☎５３−４９８７）

18日（金）

※予約制・前日まで

受付 ９：30〜10：00
※歯ブラシ持参

受付

10：00〜17：00

※予約制（☎019 601 2115）へ
学校や施設等も相談可

◇久慈衣料㈱
10：30〜11：30
◇東北電力㈱久慈営業所
13:00〜14:00
◇日本地下石油備蓄㈱久慈事業所 15:00〜16:30
元気の泉

受付 ９：30〜10：00

元気の泉

受付

※絵本のプレゼントあり

13：00〜13：30

◇㈱久慈ソーイング
９：00〜10：00
◇一沢コンクリート工業㈱第２工場 11：00〜13：00
◇久慈拓陽支援学校
15：00〜16：30
元気の泉
久慈保健所

受付

13：00〜13：30

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

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

全血献血
22日（火） 発達とことばの相談
対象：乳幼児
平日

14：00〜16：00
17：00〜19：00
14：00〜16：00

こころとからだの相談

■救急活動
○出動件数 … 90件（976／＋18）
⎧交通事故 … 5件（ 71／− 2）
病 … 58件（634／＋10）
⎨急
⎩そ の 他 … 27件（271／＋10）
■市内の交通事故など
○発生件数 … 61件（663／＋ 31）
⎧ 人身事故 … 6件（ 55／− 18）
⎨
⎩ 物損事故 … 55件（608／＋ 49）
○死 亡 者 … 0人（ 2／± 0）
○負 傷 者 … 6人（ 71／― 16）
○飲酒運転
検挙者数 … 0人（ 16／＋ 2）

◇㈲嵯峨自動車商会
◇やませ土風館
◇盛岡東京電波㈱久慈工場
元気の泉

９：00〜10：00
11：00〜12：30
14：00〜16：00

10：00〜14：00 ※予約制・
申し込みは２月１日（火）まで

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
■ごみの状況
○年間処理費見込み…３億３千万円
○総量 … 1,109㌧ (14,029／−209）
◇一人一日当たりの排出量…938㌘
（前年同期− 53）
( ) 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―７期

学校給食費―９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１月31日
納期１月26日
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