INFORMATION

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

一人親家庭などの悩み
一人親家庭の方や寡婦対象の弁護
士無料相談会です。（要申し込み）
▶日時…①３月15日㈫10時〜15時②
16日㈬９時30分〜14時30分
▶会場…合同庁舎
振興局保健福祉環境部☎53 4982

―法律相談―
日
時
相 談 員
①３／４㈮13：00〜15：30 高 橋 牧 夫 弁 護 士
②３／11㈮10：30〜15：30 平本丈之亮弁護士
③３／23㈬10：30〜15：30 石 田 吉 夫 弁 護 士

◇会場…①③市役所２階特別会議室
②同３階第１会議室◇申し込み…当
日８時30分〜生活環境課☎54−8003
―人権相談―
◇日時…３／17㈭13時30分〜16時◇
会場…市役所２階特別会議室◇相談
員…大橋栄太郎委員
―行政相談―
◇日時…３／30㈬13時〜16時◇会場
…市役所２階特別会議室◇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・会場…①３／４㈮10時〜16
時・中央公民館②18㈮10時〜16時・
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…①３／10㈭②24㈭10時〜15
時◇会場…合同庁舎◇申し込み…事
前に振興局経営企画部☎53−4981へ
―年金相談―
◇日時…①３／２㈬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…①３／９㈬②23㈬10時〜14
時◇会場…ジョブカフェ久慈

３ 広報くじ№119

選挙人名簿の縦覧

市内在住者の子どもやきょうだい
で、学費の工面が困難と認められる
高校生以上に奨学金を貸与します。
▶奨学金月額…①高校生２万円②大
学生３万円（短大、専門学校含む）
▶申し込み…３月31日㈭まで
総務学事課 ☎52−2154

縦覧場所は市選挙管理委員会事務
局（市役所１階・議会棟側）。縦覧
時間は８時30分〜17時です。
【永久選挙人名簿】
▶内容…３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
▶期間…３月３日㈭〜７日㈪
【農業委員会委員選挙人名簿】
▶内容…本年１月１日現在で調整さ
れたもの
▶対象…農業経営者、農業従事者な
どで一定の要件を満たす方
▶期間…２月23日㈬〜３月９日㈬
市選挙管理委員会事務局☎内線472

無料で学べる救命方法

カラスや野犬などの駆除

中学生以上30人を対象に救急講習
会を開催します。受講料無料。当日
は印鑑をお持ちください。
▶種別…普通救命講習Ⅰ
▶日時…３月13日㈰９時〜12時
▶会場…防災センター
▶申し込み…３月11日㈮まで
久慈消防署 ☎53−0119

３月１日㈫〜20日㈰に有害鳥獣駆
除を実施します。カラスや野犬、野
猫による被害がある場合は２月28日
㈪までにご相談ください。
▶場所…市街地を除く市内全域

募集
高校生以上に奨学金

相談

お知らせ

三鉄スウィーツひなまつり号
春がテーマのスウィーツ３種類と、
おひな様作りなどが楽しめます。定
員は40人。申し込みはお早めに！
▶日時…２月26日㈯・久慈駅10時発
▶参加費（運賃込み）…①中学生以
上2,700円②４歳〜小学生1,700円
③親子（①＋②）3,300円
三陸鉄道久慈駅 ☎52−0177

二戸で健康セミナー
「がんになりやすい人、なりにく
い人」などを学べるセミナーを開催。
事前にお申し込みください。
▶日時…３月４日㈮13時〜
▶会場…二戸市シビックセンター
二戸保健所 ☎0195 23 9206

※県条例でイヌの放し飼いは禁止されて
います。また、ネコは室内飼育に努める
ことになっています。野犬、野猫と間違
えて捕獲するおそれもありますので、放
し飼いはしないでください

生活環境課 ☎54−8003

市民公開健康講演会
医師や看護師などによる健康に役
立つ講演会。リハビリ、感染予防、
腰痛予防について講演します。
▶日時…２月23日㈬13時30分〜
▶会場…アンバーホール
久慈医学談話会（久慈病院内）☎53 6131

市議会定例会の予定
◇本会議…２／21㈪◇一般質問…３
／２㈬・３㈭◇常任委員会…３／４
㈮◇予算特別委員会…３／８㈫〜10
㈭◇本会議…３／15㈫
議会事務局 ☎52−2188

市の４施設
管理者を指定

暮

らしの
情報

【おわびと訂正】 広報２月１日号９㌻上「魅力の架け橋に意欲！」の文中に「わ日」
と文字化けした部分がありました。正しくは
「10 日」
です。おわびして訂正いたします。

市に代わって下記の４施設を管理する「指定管理者」を指定し
ました。指定期間は４月１日から平成28年３月31日までの５年間
（海女センターは平成26年３月31日までの３年間）。詳しくは財政
課（☎52−2113）または各担当課にお問い合わせください。
担当課

商工観光課
☎52−2123

施設の名称

海女センター
勤労青少年ホーム

中心市街地
観光交流センター
活性化推進室
（やませ土風館風の館）
☎52−2123

指定管理者

小袖北限の海女の会
特定非営利活動法人
やませデザイン会議
㈳久慈市観光物産協会

農政課
産地形成促進施設
久慈市産地直売農家協会
☎52−2121 （もぐらんぴあレストショップ）

鳥インフルの発生予防

大川目むがぁすむがす祭り

国内で高病原性鳥インフルエンザ
が発生中。野鳥は、さまざまなウィ
ルスを持っている場合があります。
市内での発生を防ぐため、次のこと
にご協力をお願いします。
①野鳥への餌付けや接触はしない
②養鶏場には立ち入らない
③野鳥が死んでいたら下記に連絡

大川目小３年生が昔話。テレビ「ま
んが日本むかしばなし」の素材とな
った昔話も映像と方言で披露します。
▶日時…２月26日㈯10時〜
▶会場…大川目公民館
大川目公民館 ☎55−3250

※通常、鳥インフルエンザが鳥から人に
感染することはありません。鶏肉や鶏卵
を食べて感染することもありません

▶日時…２月26日㈯13時20分〜
▶会場…アンバーホール
▶内容…「障がい者の地域生活の現
状と課題」・ＮＰＯ法人岩手県精
神保健福祉連合会 髙橋修理事長
久慈市社会福祉協議会☎53 3380

振興局保健福祉環境部☎53 4987
市林業水産課☎52 2122

最低制限価格を見直し
市営建設工事の入札について設定
していた最低制限価格の基準などを
見直しました。
また新たに建設関連業務委託契約
の入札にあたって最低制限価格を設
けることになりました。
▶見直しの適用…平成23年４月１日
以降に指名を行う入札から
財政課 ☎52−2113

ご活用
ください

津波防災
情報図
第二管区海上保安本部では、地
震によって引き起こされる津波の
状 況 を ま と め た「 津 波 防 災 情 報
図」と「津波アニメーション」を
作成し、公開しています。
情報図は、進入図と引潮図の２
種類で、昨年12月には久慈港分を
整備。情報図とアニメーションは
同本部ホームページからダウン
ロードできますので、どうぞご活
用ください。
八戸海上保安部 ☎0178 33 1222
事故など海上の緊急通報は 118番へ

結いっこ講演会を開催

３／１〜７建築物防災週間
３月１日−７日は建築物防災週間
です。防災対策が特に必要な建築物
を中心に査察を実施し、安全管理状
況などの確認や指導を行います。
期間中は、振興局土木部で地震や
火災など建築物の防災相談を受け付
けます。気軽にご相談ください。
振興局土木部 ☎53−4990

３月から眼科が原則予約制に
眼科の外来診療について、３月１
日㈫から原則、 予約した方のみの
診療とさせていただきます。
再来の方で予約をしていない方
につきましては、 原則受け付けで
きなくなりますので、 ご了承をお
願いします。

PICKUP INFORMATION

久慈病院
☎53−6131

ただし新患、 救急、 お薬がなく
なった方、 他の医療機関や院内か
ら紹介された方などは、 これまで
どおり予約外でも診療いたします。
患者さんにはご不便をお掛けい
たしますが、 ご理解とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

ご存知
ですか？

犯罪被害
給付制度
「犯罪被害給付制度」とは、通
り魔犯罪など不慮の犯罪行為の被
害者に、国がお見舞金として給付
金を支給する制度です。対象とな
るのは次の方です。詳しくはお問
い合わせください。
▶対象…①亡くなられた方の遺族
②重大な負傷や疾病を受けた方
③身体に障がいが残った方
久慈警察署 ☎53−0110
犯罪被害の相談
こちらで受け付けています
■岩手県警察本部
①犯罪被害一般 ☎019−653−0110
②性犯罪被害
☎0120−797874
③少年犯罪被害 ☎019−651−7867
■いわて被害者支援センター
☎019−621−3751
※受付時間…平日13時〜17時
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