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★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 お知らせ

久慈病院
☎53−6131

　厚生労働省は、7月31日現在で常
用労働者を1〜4人雇用している事
業所を対象に調査を行います。
　対象となる事業所には、8〜9月
にかけて統計調査員が伺います。調
査内容の秘密は厳守されますので、
調査へのご協力をお願いします。
問県調査統計課　☎019−629−5306

毎月勤労統計の特別調査

◇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…8／29㈬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（鳥谷峯道子委
員）◇連絡先…生活環境課☎54−8003
―行政相談―
◇日時…8／23㈭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（落合初次郎委
員、黒沼正雄委員）◇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…8／28㈫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
―年金相談・予約制―
◇日時…①8／17㈮②8／29㈬10時
30分〜16時◇会場…アンバーホール
※年金番号のわ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

日　　　　時 相談員
①８/３㈮1０:３０〜1５:３０ 山口研介弁護士

②８/８㈬1０:３０〜1５:３０ 山口研介弁護士

③８/２２㈬1０:３０〜1５:３０ 峯田幹大弁護士

―法律相談・予約制―

—多重債務者弁護士相談・予約制—
◇日時…8／30㈭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
―交通事故巡回相談・予約制―
◇日時…8／21㈫13時〜15時◇会場
…消費生活センター（市役所東側）
◇相談員…県民生活センター交通事
故相談員◇申し込み…前日正午まで
に予約・同センター☎54−8004

　被災地支援事業の一環として、盛
岡さんさ踊り競演会とパレードに招
待。送迎も含め添乗員が同行します。
▶日時…8月2日㈭8時45分までに
　アンバーホール正面に集合
▶定員…50人※先着順
▶申し込み…7月18日㈬から
▶申込先…トップツアー㈱
　☎019-651-8800（平日9時〜18時）
問盛岡さんさ踊り実行委員会

☎019−624−5880

さんさ踊りに無料招待

募集

▶日時…7月19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有り
問総務学事課　☎52−2154

教育委員会議の予定

　熱中症は気温が高い中での運動に
より、体内の水分や塩分などのバラ
ンスが崩れて頭痛やめまい、意識の
異常などの症状を起こします。予防
として小まめな水分補給と十分な休
息などが大事です。
　熱中症の症状が現れたら、ためら
わずに救急車を呼びましょう。
問久慈消防署　☎53−0119

熱中症を予防しよう！

　今年も「長内川川まつり」を開催。
イワナのつかみ取りや浮き輪での川
下りレースなど楽しいイベントが盛
りだくさん。ぜひご来場ください。
▶日時…8月5日㈰9時〜15時
▶会場…長内川新街橋上流広場
問長内川川の会(事務局・上山)

☎090−1495−6136

長内川を楽しもう！

広報7／1号
おわびと訂正

広報７月１日号 11㌻「本市出身選手の活躍が光る」の記事内に記載漏れ
がありました。次の方も上位入賞者です。訂正しておわびいたします。
　男子個人戦100㎏級　第２位＝佐々木　鎮

まもる

（久慈高３年）

　7月15日からKDDIとソフトバ
ンクの緊急速報メール配信を開始。
市内で災害や避難などの情報を受信
できます。※NTTドコモは運用開
始済
問消防防災課　☎52−2173

緊急速報メール配信開始

　7月27日㈮まで、サマージャンボ
宝くじを発売！賞金は1等・前後賞
合わせて5億円です。この宝くじの
収益金は市町村の明るく住みよいま
ちづくりに使われます。

サマージャンボ発売中！

　東北ブロック司法書士が無料相談
会を開催。面談や電話で相談を受け
付けます。お気軽にご相談ください。
▶日時…7月28日㈯10時〜15時
▶会場…二戸シビックセンター
▶相談ダイヤル…☎0120−823−815
問岩手県司法書士会☎019−622−3372

司法書士無料相談会

▶日時…8月9日㈭11時〜
▶場所…久慈グランドホテル
※献花用の花は会場に用意します
問社会福祉課　☎52−2119

戦没者追悼式を実施

　犬についての法律や病気、しつけ
方などを学んでみませんか。
▶日時…8月26日㈰10時〜12時
▶場所…久慈地区合同庁舎
▶対象…犬の正しい飼い方に興味の
　ある方・先着30人※受講料無料
▶申し込み…7月27日㈮から
問わんʼＳ倶楽部事務局　☎63−1791

犬の飼い方教室を開催

　一戸町浪打峠（約3㎞）をウオー
キングしてみませんか。
▶日時…8月10日㈮8時15分久慈地
　区合同庁舎からバスで移動
▶定員・参加費…40人・無料
▶申し込み…7月31日㈫まで
問振興局道路整備課　☎53−4990

道の日に歴史の道歩こう

　身体障がい者を対象とした県職員
（一般事務）を4人募集します。
▶受験資格…身体障害者手帳の交付
　を受けている昭和55年4月2日〜
　平成7年4月1日生まれの人
▶1次試験…9月16日㈰・岩手県庁
▶申し込み…8月15日㈬まで
問県人事委員会　☎019−629−6236

県職員の試験（身障者）

▶訓練科名…ＯＡ実務科
▶訓練内容…パソコンを使った文書
　作成、表計算、スライド作成など
▶訓練期間…9月20日㈭〜3カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
▶対象…求職者20人
▶申し込み…8月31日㈮まで
問ハローワーク久慈　☎53−3374

職 業 訓 練 の 受 講 生

　平和と安全を守る自衛官を募集。
詳しくはお問い合わせください。

各種自衛官を募集！

　

　市は６月18日と21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0.09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
６月測定 ５月測定

１㍍ 0.057 0.058
50㌢ 0.058 0.059
５㌢ 0.063 0.064

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

問生活環境課 ☎54－8003

放射線量率の測定結果

　

２０1２.７.1５号　２

　市立図書館では、配架する雑誌をス
ポンサーの方々から寄贈していただく
「雑誌スポンサー制度」を始めました。
制度は、寄贈していただいた雑誌の最
新号に広告としてスポンサー名や広告
チラシを掲載し、図書館の利用者にご
覧いただくというもの。雑誌コーナー
の充実と、市民への図書館利用サービ
スの向上を図ります。

問市立図書館 ☎53−4605

上／広告サンプル。寄贈を受けた雑
誌のカバーにスポンサーの広告
が掲載されます。

雑誌スポンサー制度始めました
市立図書館でコーナー充実を図る

税など
の納期

固定資産税1期、国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料1期　―7月31日―
学校給食費3期　　　　　　―7月26日―

ー7月～８月ー 平成24年度青少年の非行・被害防止　　県民運動「青少年は、地域からはぐくむ」

※来年3月の卒業見込みを含む
問自衛隊久慈連絡所　☎53−5419

種　　目 応募資格 受付期間
防大生(前期)・
防 医 大 生

高卒(※)
21歳未満 9／3〜

10／１
看 護 学 生 高卒(※)

24歳未満
航 空 学 生
　(海上・航空)　

高卒(※)
21歳未満

8／１〜
9／７一 般 曹 候 補 生 18歳以上

27歳未満自 衛 官 候 補 生

INFORMATION

８月アンバーホール
� ・おらほーる

イベント
開催予定

　ヘリコプター発着用の甲板を備え
る長さ89メートルの巡視船しもきた
をぜひご覧ください。
▶日時…7月28日㈯10時〜15時
▶場所…八戸港ポートアイランド
問八戸海上保安部　☎0178−33−1222

巡視船しもきたを公開

　法務局では、被災された皆さまか
らの不動産や会社などの登記に関す
る電話無料相談を受付しています。
▶相談ダイヤル…☎0120−227−746
▶受付時間…8時30分〜17時15分
　（休日は9時〜16時）

登記相談フリーダイヤル

　医療や健康の情報が盛りだくさんの
「市民公開健康講演会」をアンバー
ホールで開催します。皆さんの健康に
役立つこと間違いなし。また講演後
は、久慈病院医師による無料健康相談
も行います。健康について不安・疑問
に思っていることをこの機会に相談し
てみませんか？入場料は無料です。お
気軽にご来場ください。

▶日時…７月25日㈬13時30分〜
▶演題と講師
①�「糖質制限食のすすめ」
　関上こどもクリニック　
　　　　　　　　院長　関上　勇先生
②�「お腹のこと。“消化器疾患のよく
ある症状”」���
　県立久慈病院
　　　　臨床検査科長　鈴木年

とし

竜
たつ

先生

市民公開健康講演会を開催します！

　７月６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
４(土)
18:00〜

第47回マンドリン
音楽の夕べ 有

５(日)
9:30〜

ピアノ・マラソン
コンサート 無

16(木)
①11:00
②14:00

被災地復興支援演劇
公演「銀河鉄道の夜」 無

25(土)
14:00〜

奥田なな子
チェロ・リサイタル 有

問アンバーホール ☎52－2700


