市議会の
日程変更

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

お知らせ
命のために火災予防を
３月１日―７日は春の全国火災予
防運動期間。事業所などへの立ち入
り検査、家庭への防火指導も行いま
す。ご協力をお願いします。
▶命を守る防火対策…①住宅用火災
警報器を設置する②家具や衣類に
防炎品を使用する③住宅用消火器
などを備える④隣近所の協力体制
をつくる
久慈消防署 ☎53−0119
久慈消防署山形分署 ☎72−3119
３／１〜15火災警報器の設置調査
平成20年６月から設置が義務化さ
れた火災警報器ですが、昨年11月現
在で、まだ約３割の世帯が未設置・
未確認の状態です。次の期間、消防
職員、消防団員、婦人消防協力隊員
が各世帯を訪問して調査しますので
ご協力をお願いします。
▶調査期間…３月１日㈫〜15日㈫

当院で接種可能な予防接種
▶▶▶▶▶▶▶定期・任意とも◀◀◀◀◀◀◀

小児科・内科
アレルギー科

ちだ医院

久慈市門前37 56 26

☎61 3366

３月１日―７日は子ども予防接種
週間。無料期間を過ぎると予防接種
は有料になりますのでご注意を！
【麻しん風しん混合予防接種】
４月に小学校に入学するお子さん
や、中学１年生と高校３年生に相当
する年齢の方で、昨年４月以降に接
種を受けていない方は、無料期間の
３月末までに接種を済ませましょう。
【子宮頸がん予防ワクチン】
中学２〜３年生の女子のうち希望
者は、早めに申請し１回目の予防接
種を３月末までに済ませましょう。
保健推進課 ☎61−3315

就学援助の申請受付中
市は、経済的理由により就学困難
な小・中学生の保護者を対象に、学
用品費、給食費などを援助していま
す。援助を受けるには、世帯収入が一
定の基準未満などの要件があります。
平成23年度の申請を受け付けてい
ますので、希望する方は各学校に申
し出てください。（すでに援助を受
けている方も申請が必要です）

もぐらんぴあで企画展
３月８日㈫〜４月３日㈰まで春休
み企画展を開催。魚の親子を見比べ
る「こんにちは赤ちゃん展」のほか、
次の体験企画を行います。
【紙や牛乳パックで船など作ろう】
作ったその場で実験もできます！
▶日時…期間中の土日祝日①11時30
分〜②14時〜
【ふれあったり探検をしてみよう】
磯の生物とふれあうタッチ水槽や
夜の水族館探検、「チリメンモンス
ターを探そう！」などを行います。
もぐらんぴあ ☎53−9600
開館時間が４月から変わります
９時〜18時（最終入館17時30分）

悩みに気付き見守りを
３月は自殺対策強化月間です。自
殺者を減らすには、悩んでいる人に
気付いて声を掛け、話を聞き、見守
る人が必要です。周りを見回せば、
悩んでいる人がいるかもしれません。
皆さんのご協力をお願いします。
保健推進課 ☎61−3315

※申請は随時受け付け。認定された場合は、
申請した月から援助対象になります

募集

総務学事課 ☎52−2154

弁護士の無料法律相談

交流で国際感覚養おう

久慈ひまわり基金法律事務所の峯
田幹大弁護士による無料法律相談を
開催します。相談予約は当日８時30
分から受け付けます。
▶日時…３月18日㈮13時〜16時
▶会場…市役所２階理事者控室
生活環境課 ☎54−8003

内閣府では「国際青年育成交流」、
「世界青年の船」など、平成23年度
の国際交流事業に参加する青年を募
集しています。資料の請求など、詳
しくはお問い合わせください。
▶申し込み…３月25日㈮まで
県青少年・男女共同参画課☎019 629 5346

★出張買取りいたします!!
お引っ越しのシーズンです!
ご不用な荷物はビズへ売って
身軽にお引っ越し!!
金・プラチナも 出張買い取り査定
は無料です!
お気軽にどうぞ…!!
高価買取!!
買い取り
鑑 定 団

セカンドビズ

☎52 2570

（細谷地様の裏）

３月16日（水）13：30〜

昨年10月に市文化会館の芸術監督
（館長）に就任したＮＨＫ交響楽団
第２ヴァイオリン首席奏者の永峰高
志氏との交流座談会を開催。芸術・
文化について気軽に話せる機会です。
当日参加も可能ですが、準備のため、
なるべく事前に申し込みください。
▶日時…３月27日㈰17時30分〜
▶会場…アンバーホール
社会文化課 ☎52−2700

市営住宅空きあります
住 宅 名 戸数 家賃（月額）
み な と 団 地 １戸 20,500円〜30,500円
宇部和野平地区住宅 ２戸 2,000円〜3,000円

▶申し込み…３月15日㈫まで
建築住宅課 ☎52 2120
山形総合支所産業建設課☎72 2129

予備自衛官補を募集中
▶応募資格…①一般／18歳以上34歳
未満（平成23年７月１日現在）②
技能／18歳以上。保有する技能に
応じて53〜55歳未満
▶申し込み…４月６日㈬まで
自衛隊久慈連絡所 ☎53−5419
３／20㈰盛岡で無料演奏会
陸上自衛隊岩手駐屯地音楽隊が、
15時からマリオスで演奏会を開催。

ホームヘルパー養成研修
訪問介護員（ホームヘルパー）養成
研修２級課程を開催。先着50人まで。
▶期間・会場…４月１日㈮〜５月18
日㈬全20回・盛岡八幡宮
▶受講料…65,000円
岩手県高齢者福祉生活協同組合☎019 653 5830

〔通所介護施設〕
デイサービス
センター

わが家

久慈市駅前 ☎

52-2600

デイサービス
センター

53-5225

久慈市長内町 ☎

利用者数は１日10名の小規模
施設で一人ひとりに声掛けをし、
きめ細やかなサービスと家庭的
で温かい介護を行っています。

1 日無料体験を承っております
ております
す
バランスの良い昼食です
す
入浴もご利用できます
す

久慈市社会福祉事業団職員を募集
生活相談員兼事務員２人
▶受験資格…平成23年４月１日現在で
次のすべてに該当①60歳未満②社会
福祉主事任用資格者（三科目主事を
除く）③普通自動車運転免許所持者
（ＡＴ限定不可）
▶申込方法…申込用紙は下記で交付。
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）を同
封してください
▶申込期限…３月10日㈭ ※消印有効
▶試験日時…３月13日㈰10時〜
▶試験会場…特別養護老人ホームぎん
たらす久慈
久慈市社会福祉事業団☎61 3313
〒028 0014 久慈市旭町7 105 10

ＫｕｊｉＣａｆｅで学ぼう農商工連携
誰でも参加できる勉強会を開催。
テーマは農商工連携などです。希望
者対象で交流会（会費４千円）も開催。
▶日時…３月16日㈬14時30分〜
▶会場…久慈グランドホテル
▶申し込み…３月11日㈮まで
総合政策部産業開発担当☎52 2369

職業訓練の受講生
雇用保険を受給できない求職者対
象の職業訓練です。定員は20人。お
早めに申し込みください。
▶科名…ＩＴスペシャリスト科
▶訓練期間…４月５日㈫〜約３カ月
▶訓練会場…盛岡情報ビジネス専門
学校久慈校舎
▶申し込み…３月10日㈭まで
ハローワーク久慈 ☎53−3374
仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

なごみ

歓送迎会

予約
承り中

ご予算に合わせて
選べるプランを 駐車場
ご用意いたします 完備

▶▶▶ご利用日はご相談下さい◀◀◀

中古買い取り販売

変更後

芸術監督との交流座談会

お友達を作りましょう

三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）・二種混合（ジ
フテリア・破傷風）・BCG・麻疹・風疹・日本脳炎・
Hib ヒブ（任意）・子宮頸癌ワクチン（任意）・イ
ンフルエンザワクチン・水痘ワクチン（任意）・
おたふくかぜ（ムンプス）ワクチン（任意）・B 型肝
炎ワクチン（任意）・小児および成人の肺炎球菌
ワクチン（任意）・A 型肝炎ワクチン（任意）

予 防 接 種 は 今 の う ち！

３月15日予定の本会議は変更になりました

久慈駅前店
☎52-1146
イイヨーロー

久慈駅前

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館

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

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
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