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▶日時…4月26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があ
　ります。
問総務学事課　☎52−2154

教育委員会議の予定

◇会場…消費生活センター（市役所
東側）◇申し込み…当日8時30分か
ら受け付け・生活環境課☎54−8003
―人権相談―
◇日時…5／10㈭13時30分〜16時◇
会場…市役所1階・第3会議室◇相
談員…人権擁護委員（日當光男委員）
―行政相談―
◇日時…5／23㈬13時30分〜16時◇
会場…市役所1階・第3会議室◇相
談員…行政相談委員（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・予約制―
◇日時…①5／8㈫②22㈫10時〜16
時◇会場…消費生活センター（市役
所東側）◇相談員…消費者信用生活
協同組合相談員◇申し込み…同セン
ター☎54−8004
―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…5／24㈭10時〜15時◇会場
…消費生活センター（市役所東側）
◇申し込み…同センター☎54−8004
―交通事故相談・予約制―
◇日時…5／22㈫13時〜15時◇会場
…消費生活センター（市役所東側）
◇申し込み…同センター☎54−8004

★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
も掛けられます

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

相談
日　　　　時 相談員

①５/11㈮1０:3０〜15:3０ 山口研介弁護士

②５/1６㈬1０:3０〜15:3０ 峯田幹大弁護士

③５/3０㈬1０:3０〜15:3０ 工藤光機弁護士

―法律相談―

お知らせ

募集

　国際青少年研修協会では、夏休み
海外派遣の参加者を募集中。米国や
英国などで、ホームステイや文化交
流、英語などを学んでみませんか。
詳しくはお問い合わせください。
▶日程…7月26日㈭〜8月14日㈫の
　うち8〜18日間
▶対象…小学3年生〜高校3年生
　※派遣先などにより異なります
▶参加費…約22万円〜55万円
　※共通経費は別途
▶申し込み…6月1日㈮まで
問国際青少年研修協会☎０3-６459-4６６1

夏休みに海外で研修！

　県では、自然公園などの利用者に
マナー指導などを行うボランティア
を募集しています。市内の活動地域
は久慈平庭県立自然公園です。
　応募は随時受け付け。応募方法な
ど詳しくはお問い合わせください。
▶応募資格…県内在住の18歳以上
問県自然保護課　☎０19-６29-5374

自然保護のボランティア

　予算特別委員会の審議内容と、東
日本大震災からの復旧・復興に関す
る県議会の取り組みを報告するほか、
県議会への意見などを伺います。
どなたでも自由に参加できます。
▶日時等…4月26日㈭18時30分〜・
　軽米町農村環境改善センター
問県議会事務局議事調査課☎０19-６29-６０21

本音で語ろう県議会

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶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

　旧麦生小中学校を利用した美術
館「あーとびる麦生」では、開館期
間を通して版画や絵画などの企画展
を開催しています。日曜日はワーク
ショップ（10時〜12時・参加料100円）
も開催。ぜひお越しください。
▶開館期間…4月〜11月　土日の10
　時〜16時　※10人以上の団体は平
　日利用可
▶美術館観覧料…無料
問あーとびる麦生（代表・熊谷）☎52-０2８０

あーとびる麦生が開館中

　三陸北部森林管理署久慈支署では、
カラマツなどの苗木の植樹祭を開催
します。
▶日時…5月11日㈮10時30分〜12時
　30分
▶会場…三崎山国有林内
▶集合場所…森林管理署久慈支署
　※送迎バスで移動（8時40分発）
▶募集人数…20人（参加費無料）
▶申し込み…4月25日㈬まで
問三陸北部森林管理署久慈支署☎53-3391

国 有 林 で 植 樹 体 験

　4月4日、市消費生活センター内
に、労働基準法や最低賃金などにつ
いて、雇用主や従業員などからの相
談を受け付ける「労働基準相談コー
ナー」が開設されました。
　どうぞご利用ください。
▶開設日時…毎週月・水・金９時〜
　17時（12時〜13時を除く）
　※相談受け付けは16時まで
▶開設場所…市消費生活センター
（市役所東側）
問二戸労働基準監督署☎０195-23-4131

市役所に労働基準相談コーナー

　岩手県が認定した耐震診断士が住
宅の耐震性を確認します。
▶対象…市内に対象住宅を所有する
　市税などを滞納していない方
▶対象住宅…次のすべてに該当①昭
　和56年5月31日以前に着工され、
　増築等していない一戸建て住宅②
　在来軸組工法で建築された木造2
　階建て以下の住宅③過去に耐震診
　断を受けていない住宅
▶診断費用…3,000円（費用3万円の
　うち市が2万7千円を負担 )
▶募集件数…20件
▶必要書類…申込書、建設年度が確
　認できる書類（固定資産家屋評価
　額証明書など）
▶申し込み…4月23日㈪〜12月27日
　㈭まで
【耐震改修工事に補助金を交付】
　耐震診断の判定値が1.0未満と診
断された住宅を耐震改修（補強）す
る工事に補助金を交付します。詳し
くはお問い合わせください。
▶補助金額…工事費の2分の1以内
　・限度額60万円
▶募集件数…3件
▶申し込み…4月23日㈪〜12月27日
　㈭まで
問建築住宅課　☎52−212０

木造住宅を耐震診断

　固定資産価格の帳簿を縦覧します。
手数料は無料です。
▶縦覧帳簿…土地価格等縦覧帳簿、
　家屋価格等縦覧帳簿
▶縦覧できる方…①市内に所在する
　土地または家屋の固定資産税の納
　税者②固定資産税の納税管理人③
　納税者の代理人（委任状が必要で
　す）
▶縦覧期間…4月23日㈪〜5月31日
　㈭　※土日、祝日を除く
▶縦覧会場…税務課、山形総合支所
　住民生活課
問税務課　☎52−2114

固定資産価格の縦覧を実施

―年金相談・予約制―
◇日時…①5／９㈬②5／23㈬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
―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…5／９㈬10時〜14時◇会場
…ジョブカフェ久慈（久慈市勤労青
少年ホーム内）◇連絡先…岩手県社
会福祉協議会（担当・長畑）☎080−
1651−6203

　補装具（整形外科）の交付・修理
の要否判定や、補装具が体に合わな
い場合は適合判定が受けられます。
▶日時…5月11日㈮10時30分〜12時
　※受け付けは11時まで
▶会場…元気の泉
▶申し込み…4月27日㈮まで
問社会福祉課　☎52−2119

身体障がい者の相談

久慈病院
☎53−６131久慈病院　診療体制のご案内

コース 期間 定員
第二種電気工事士受験講習 ５/14㈪〜1６㈬ 1０
電子納品講習 ５/22㈫〜23㈬ 1０
画像編集入門 ５/29㈫・3０㈬ 15

　

　

　

　４月５日現在、決定してい
るイベントをお知らせします。

※おらほーるの予定はありません
期日 イベント名 料金

５㈯
復興支援コンサート
N響アンサンブル
※開演時間未定

無

26㈯
27㈰

第43回岩手広告賞、岩
手広告美術展久慈展 無

問アンバーホール☎52−2700

INFORMATION

　市は３月21日と22日に、市内
の全小・中学校など計94カ所の
放射線量率を測定しました。
　結果は最少0.02マイクロシー
ベルトで、最大でも0.10マイク
ロシーベルト。国が定める放射
性物質による汚染を調査すべき
基準「毎時0.23マイクロシーベ
ルト」を大幅に下回っています。

測定位置 平均値
３月測定 ２月測定

５㌢ 0.055 0.060
50㌢ 0.050 0.054
１㍍ 0.048 0.054

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト
問生活環境課☎54−8003

　市では市内にお住まいの個人
が住宅用に太陽光発電システ
ムを設置する場合の費用を補
助します。申請書類は産業開
発課で配布。申請は随時受け
付けますが、設備設置前の承
認申請が必要となります。
▶�対象経費…最大出力1０kW
未満の太陽光発電システム
の設置に要する経費。

▶�補助額…太陽電池の最大出
力（kW）に５万円を乗じて
得た額。限度額は2０万円。

問産業開発課☎52−2369

放射線量率の測定結果

住宅用太陽光発電システムの
導入を補助します

　県立久慈病院の外来診療は、原則、
平日午前中で、午後は予約のみの受け
付けです。該当する診療科は次のとお
りです。

①循環器科②放射線科③外科④形成
外科⑤泌尿器科⑥小児科（火曜午後は
検診など）⑦皮膚科⑧眼科⑨産婦人科
⑩神経内科
※右表の診療科の受け付けは、上記と異な
　ります。ご注意ください

診療科名 左と異なる内容
呼吸器科 火・水曜午前のみ受付
脳神経外科 金曜は休診
消化器科 水曜午前は休診
整形外科 木曜午前は休診
麻酔科 休診
血液内科 毎月第１木曜午前のみ受付
歯科 午前・午後予約のみ受付
精神科 火 ･木 ･金午前のみ受付

耳鼻咽喉科 月・木午前のみ受付

５月アンバーホール
� ・おらほーる

イベント
開催予定

2０12.4.15号　２


