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★本 庁 舎　☎５２−２111
★山形総合支所　☎７２−２111
★宇部支所　☎５６−２111
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★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。
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I N FO RMAT I ON

相談 お知らせ

久慈病院
☎53−6131

　盛岡財務事務所では、専門相談員
による多重債務相談を受付中。相談
は秘密厳守・無料です。一人で悩ま
ず、お気軽にご相談ください。
▶相談ダイヤル…☎019-622-1637
▶受付期間…平日8時30分〜17時15分

多重債務相談ダイヤル

▶日時…7月8日㈰6時・市役所出
　発（バスで移動します）
▶場所…秋田県・森吉山（1,454㍍）
▶定員…小学生以上・先着50人
▶参加料…①小学生3,500円②中学
　生以上4,000円
▶申し込み…6月28日㈭まで
問市民体育館　☎61−3353

一緒に登ろう市民登山

◇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…7／11㈬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（間加壽子委員）
◇連絡先…生活環境課☎54−8003
―行政相談―
◇日時…7／19㈭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（落合初次郎委
員、大沢リツ子委員）◇連絡先…生
活環境課☎54−8003
―くらしとお金の安心相談会・予約制―
◇日時…①7／10㈫②7／24㈫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…7／26㈭10時〜15時◇会場
…消費生活センター（市役所東側） 
◇相談員…岩手弁護士会所属弁護士
◇申し込み…同センター☎54−8004

日　　　　時 相談員

①７/５㈭1０:３０〜1５:３０ 山口研介弁護士

②７/11㈬1０:３０〜1５:３０ 工藤光機弁護士

③７/1８㈬1０:３０〜1５:３０ 峯田幹大弁護士

―法律相談・予約制―

―年金相談・予約制―
◇日時…①7／12㈭②7／25㈬10時
30分〜16時◇会場…アンバーホール
※年金番号の分かるものをご用意く
ださい◇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…7／11㈬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

　サンセール盛岡を会場に小学生と
その保護者を対象とした統計グラフ
教室を開催。参加費は無料。詳しく
はお問い合わせください。
▶期日…①初級・7月21日㈯②上級・
　7月22日㈰
▶申し込み…6月27日㈬まで
問県調査統計課　☎019−629−5298

楽しいグラフを作ろう！

　パークゴルフを通じて三圏域（八
戸・久慈・二戸）の交流を深めませ
んか。詳しくはお問い合わせくださ
い。
▶日時…8月4日㈯受付8時30分〜
▶会場…八戸美保野パークゴルフ場
▶対象…三圏域に居住か勤務する方
▶チーム編成…女性か65歳以上を1
　人以上含む4人（定員15チーム）
※65歳未満の男性のみで編成した場
　合は＋10のハンディあり
▶参加料…1人700円
▶申し込み…7月13日㈮まで
問社会体育課　☎52−2156

三圏域パークゴルフ交流大会

　県民の森では、自然とふれあうイ
ベントの参加者を募集中。詳しくは
お問い合わせください。

県民の森で環境学習

募集
　市消防団特別点検を実施。分列行
進や救助訓練などを行います。地域
を守る消防団員に皆さんのエールを
お願いします。
▶日時…6月24日㈰7時15分〜
▶会場…①式典など／久慈中学校校
　庭②分列行進／市街地③放水訓練
　など／久慈川上の橋上流
※分列行進（10時25分〜11時予定）
　では市街地で交通規制を行います。
　皆さんのご協力をお願いします。
問消防防災課　☎52−2173

消 防 団 の 特 別 点 検

　受験資格や申込書類など、詳しく
はお問い合わせください。
▶試験日時…9月12日㈬10時〜
▶試験会場…①調理師・久慈地区合
　同庁舎②製菓衛生師・盛岡市勤労
　福祉会館
▶申込期間…7月2日㈪〜7月13日
　㈮
問久慈保健所　☎53−4987

調理師・製菓衛生師試験

　県医療局では、県立病院職員採用
選考試験を実施します。詳しくは県
医療局ＨＰをご覧ください。
▶試験日…7月8日㈰
▶受験資格…昭和51年4月2日以降
　生まれの人
▶試験職種…薬剤師、診療放射線技
　師、臨床検査技師、理学療法士、
　作業療法士、言語聴覚士、視能訓
　練士、臨床工学技士、管理栄養士、
　助産師、看護師
▶試験地…盛岡市、仙台市、青森市、
　東京都（全4会場）
▶受付期間…6月26日㈫まで
問県医療局　☎019−629−6322

県立病院職員の採用試験

　県介護支援専門員の実務研修受講
試験を実施。申込書は6月18日㈪か
ら元気の泉、社会福祉課、山形福祉
室で配布します。
▶日時…10月28日㈰10時〜
▶会場…①岩手産業文化センター・
　アピオ②盛岡大学
▶受験資格…保健・医療・福祉分野
　で5年900日以上（一部10年1,800
　日以上）の実務経験がある人
▶申込期間…7月17日㈫〜7月30日
　㈪
問地域包括支援センター ☎61−1557

介護支援専門員の試験

　今年度の高等学校卒業予定者に対
する求人の受け付けが6月20日㈬か
ら始まります。地域の発展には若い
人材が地元に定着することが必要で
す。事業主の皆さんは早期の求人申
込をお願いします。
問ハローワーク久慈　☎53−3374

新規高卒者の求人開始

　道路や階段、車の乗り降りなど、
移動に不安をお持ちの障がい者が安
心して移動できるようにボランティ
ア活動を行います。詳しくはお問い
合わせください。
問障がい者観光サポーターの会☎59−3842

障がい者のお出かけ支援

※参加費、予約が必要です
問森林ふれあい学習館☎0195−78−2092

行事名 日　時 定員
ヒメボタル
ウォッチング

7月4日㈬〜7日㈯の
19時15分〜 30人

県民の森親子
キャンプ

7月7日㈯12時45分〜
8日㈰12時

親子
5組

広報６／1号
おわびと訂正

広報６月１日号６㌻「財政状況お知らせ」記事内に誤りがありました。
正しくは次のとおりです。訂正しておわびいたします。
　　　（一般会計歳入円グラフ中）　国庫支出金37億9,283万円

６月は外国人労働者問題啓発月間です　　　　「We  are  the  one.　共に働ける社会へ」

５月からドクターヘリ活躍中

　

　

INFORMATION

７月アンバーホール
� ・おらほーる

イベント
開催予定

　市は5月21日と23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。
　地上高１㍍での測定結果は最
少0.04マイクロシーベルトで、
最大でも0.08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
５月測定 4月測定

１㍍ 0.058 0.058
50㌢ 0.059 0.059
5㌢ 0.064 0.066

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

問生活環境課☎54－8003

　６月8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
１（日）

10:00〜
社団法人岩手県看護協会
研修会「メンタルヘルス」 有

１（日）
17:00〜

久慈東高校第９回
定期演奏会 無

11（水）
18:30〜

ニューヨーク・フィル・
ブラス・クインテット 有

28（土）
14:00〜

富良野 GROUP 東北被
災地特別講演2012夏「明

日、悲別で」
無

問アンバーホール☎52－2700

久慈市社会福祉事業団職員を募集
―   看護師１人   ―

▶�受験資格…平成24年8月１日現在で
①50歳未満②看護師の有資格者③普
通自動車運転免許所持者（AT限定
不可）ーの全てに該当する者
▶�申込方法…申込用紙は下記で交付。

郵便請求は、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）を同封すること

▶申込期限…7月5日㈭ ※必着
▶試験日時…7月8日㈰10時〜
▶�試験会場…特別養護老人ホームぎん

たらす久慈
問久慈市社会福祉事業団☎61－3313

〒028−0014 久慈市旭町7−105−10

２０1２.６.1５号　２

放射線量率の測定結果

　盛岡地方法務局では、6月下旬か
ら12月頃までの間、東日本大震災に
より倒壊・流失・焼失した建物の現
地調査を実施。職権による建物滅失
登記を行います。詳しくはお問い合
わせください。
問盛岡地方法務局二戸支局☎0195−25−4811

被災建物の職権滅失登記

　被災求職者の雇用を検討している
中小企業組合・中小企業者などを対
象に税制上の特例や助成金制度を紹
介。詳しくはお問い合わせください。
▶日時…6月27日㈬9時30分〜12時
　30分
▶会場…久慈地区合同庁舎
※事前に申し込みが必要です
問商工観光課　☎52−2123

震災対応施策の説明会

　ドクターヘリは消防からの要請を受
け、必要な機材や薬剤を積んで5分以
内に飛び立ちます。県内であれば、ど
こでも30分以内に患者のいる着陸可能
な場所に着陸し治療を開始、容体に応
じて近くの病院や盛岡の高次救命救急
センター等に搬送します。治療をしな
がら搬送することもでき結果として要
請から60分以内に救急センターなど病

院への搬送が可能になりました。
　搭乗する救急専門医と救急看護師は、
飛行訓練を受けており、岩手医大矢巾
キャンパスの基地ヘリポートに毎日
（日中のみ）待機しています。
　運航開始から６月4日までの出動は
22回。平均すると毎日１回飛んでいる
ことになります。有視界飛行なので悪
天候など飛べないこともあります。


