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

TOWN TOPICS

４／１土地家屋の無料相談

国税専門官（大学卒業程度）

▶日時…４月１日㈮10時〜15時
▶会場…アンバーホール
▶相談内容…①土地の分筆・地目変
更②建物の登記③土地・建物の調
査測量④境界問題 など
県土地家屋調査士会二戸久慈支部☎52 3730

▶受験資格…①昭和57年４月２日〜
平成２年４月１日生まれ②平成２
年４月２日以降生まれの大卒者
（24年３月までの卒業見込み含む）
か、大卒同等と認められる方
▶申込期間…４月１日㈮〜14日㈭
※申込書は久慈税務署でも配布
仙台国税局 ☎022 263 1111

※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

募集

地域づくりの通信教育

身障者補助犬を給付

相談
―法律相談―
日
時
相 談 員
①４／８㈮10：30〜15：30 平本丈之亮弁護士
②４／13㈬13：00〜15：30 高 橋 牧 夫 弁 護 士
③４／27㈬10：30〜15：30 石 田 吉 夫 弁 護 士

◇会場…市消費生活センター◇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…４／18㈪13時30分〜16時◇
会場…市消費生活センター◇相談員
…上川原勇委員
―行政相談―
◇日時…４／５㈫13時30分〜16時◇
会場…市消費生活センター◇相談員
…黒沼正雄委員、落合初次郎委員
―くらしとお金の安心相談会―
◇日時…①４／12㈫②26㈫10時〜16
時◇会場…市消費生活センター◇申
し込み…生活環境課☎54−8003
―多重債務者弁護士相談―
◇日時…４／20㈬10時〜15時◇会場
…市消費生活センター◇申し込み…
市消費生活センタ―☎54−8004
―年金相談―
◇日時…①４／13㈬②27㈬10時30分
〜16時◇会場…アンバーホール◇申
し込み…二戸年金事務所☎0195 23
4111
―福祉のお仕事相談―
◇日時…①４／13㈬②27㈬10時〜14
時◇会場…ジョブカフェ久慈
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県では、県内に在住する在宅の満
18歳以上の身体障がい者（重度の視
覚障がい者、肢体不自由者、聴覚障
がい者）に対して、補助犬（盲導犬、
聴導犬、介助犬）を育成・給付する
事業を無償で行っています。
申請方法など詳しくはお問い合わ
せください。
▶申し込み…３月24日㈭まで
社会福祉課 ☎52−2119

ＮＨＫ学園コミュニティ・ボラン
ティア専攻では、福祉や地域づくり
など各分野を１科目から通信教育で
学ぶことができます。
現在、平成23年度の学生を募集中。
資料請求や質問は下記まで。
▶申し込み…３月22日㈫まで
ＮＨＫ学園 ☎042 572 3151

お知らせ

小学生対象の水泳教室

市窓口・月曜は18：30まで

久慈地区の水泳初心者（小学４〜
６年生）を対象に、水慣れからクロー
ルを指導します。３月24日㈭までに
申し込みください。
▶期間…４月〜６月の毎週水曜日11
回（初回は４月６日）
▶時間…18時30分〜20時
▶会場…福祉の村屋内温水プール
▶受講料…3,500円（保険代等含む）
久慈市体育協会 ☎61−3353

戸籍や税、福祉など、市役所の窓
口業務の受付時間を、毎週月曜日（祝
日の場合は翌日）は18時30分まで延
長しています。（通常は17時15分ま
で）平成23年度も引き続き延長しま
すので、どうぞご利用ください。
総務課 ☎52−2112

国家公務員の採用試験
申込用紙の請求や受験資格など、
詳しくは人事院ＨＰをご覧になるか、
お問い合わせください。
区 分

受付期間

１次試験

Ⅰ種・大学 ４／１㈮〜８㈮
５／１㈰
卒業程度 インターネットか郵送

巽山公園リニューアル
巽山公園のリニューアル完了を記
念して、風船で大空を彩るバルーン
リリースのイベントを開催します。
バルーンリリースをテーマにした
フォトコンテストも後日開催予定。
皆さん、ぜひお越しください。
▶日時…３月31日㈭12時〜
※同時刻から複合遊具も開放

Ⅱ種・大学 ４／11㈪〜20㈬
６／19㈰
卒業程度 インターネットか郵送
Ⅲ種・高校 ６／21㈫〜28㈫
卒業程度 郵送のみ

９／４㈰

人事院東北事務局☎022 221 2022

都市計画課 ☎52−2151

田屋町と旭町を結ぶ市道「下長内旭町線」が３月
20日（日）15時に開通します。開通により交通量の
増加が予想されます。交通事故を防ぐため、シート
ベルトの着用と安全運転を徹底しましょう。
久慈警察署☎53−0110

下長内旭町線
３／20開通

安全運転
徹底を！

米国での交流に意欲

●必ず左右の安全確認！
不注意・不確認は事故の基です。一時停止規
制の交差点では、必ず停止して左右の安全を確
認しましょう。
●ライトは早めに点灯！
ライトには、歩行者や対向車に自分の車の存
在を知らせる役目もあります。16時をめどに、
早めにライトを点灯しましょう。

国保自己負担額を減免
４月１日から次に該当する場合は、
国民健康保険の医療費自己負担額を
減免します。詳しくはお問い合わせ
ください。
▶減免の対象…災害や事業の休廃止、
失業などによって収入が著しく減
少し、医療機関への支払いが困難
と認められる場合
市民課☎52 2118
山形総合支所住民生活課☎72 2132

けんぽ保険料率9.45％に
協会けんぽ（全国健康保険協会）
が運営する健康保険の保険料率が４
月から9.45％に改定されます。（こ
れまでは9.32％）
改定は、保険料収入の減少と医療
費などの支出増加により、厳しい運
営状況が続いていることが大きな原
因です。景気低迷が続く中、申し訳
ございませんが、ご理解ご協力をお
願いします。
協会けんぽ岩手支部☎019 604 9009

ポリオの予防接種
都合のつかない方は他地区の日程
でも予防接種を受けられます。詳し
くはお問い合わせください。
日 時

会 場

象

４／５㈫
河南地区、湊地
元気の泉
13時〜14時
区、宇部町
４／８㈮
河北地区、山根
元気の泉
13時〜14時
町
４／12㈫
長内町、大川目
元気の泉
13時〜14時
町
国保山形
４／13㈬
山形町
15時〜15時30分 診療所
４／22㈮
夏井町、侍浜町、
元気の泉
13時〜14時
小久慈町

人材育成を目的に、高校生をア
メリカに派遣する国際ロータリー
クラブ青少年交換短期プログラム
「ロータリーの翼」。その派遣生に
鹿糠冴 俊 くん（久慈東高２年）が
県北地区から唯一選ばれました。
２月24日、久慈ロータリークラ
ブの日當光男会長などと市役所を
訪れた鹿糠くんは、山内隆文市長
に決意表明。「自分にとってプラ
スになるはず。積極的に交流し、
現地の文化などを吸収してきま
す」と意欲を燃やしていました。
鹿糠くんは３月15日に出発。約
２週間、県内高校生９人と共にテ
キサスなどで研修する予定です。
さ

と し

宝くじで防犯灯整備

保健推進課 ☎61−3315

インフル接種補助は３月中
３月31日で、市が実施するインフ
ルエンザ予防接種費用の補助が終了
します。接種を希望する補助対象者
は、３月中に接種を済ませるように
してください。
保健推進課 ☎61−3315

一緒に症状考える臨床心理士
久慈病院では、 臨床心理士が医
師の指示により心理検査や心理療
法などを行い、 患者さんと症状や
悩みについて一緒に考えています。
心理検査は病状の理解やリハビ
リの導入に役立てるために行いま
す。 完全予約制で、 結果はご本人

対

出発を前に意欲を語る鹿糠くん

久慈病院
☎53−6131

とご家族にお伝えします。
心理療法は、 診察医の指示によ
ります。 希望者は主治医にご相談
ください。
臨 床 心 理 士 は「 こ こ ろ の 問 題 」
や「脳機能障害」 について講演す
るなど、院外でも活動しています。

田屋町内会が整備した防犯灯

㈶自治総合センターが実施する
コミュニティ助成事業を活用して、
田屋町内会（大粒来勝男会長）が
ＬＥＤ防犯灯53台を整備しました。
これにより町内の安全・安心度の
向上や、防犯体制の強化が期待さ
れます。
助成事業は宝くじの収入を財源
として、町内会などの団体を応援
するもの。宝くじは地域の活動に
も役立てられています。
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