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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

久慈病院
☎53－6131

◇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…9／27㈭13時30分～16時◇
会場…市役所３階・第１会議室◇相
談員…人権擁護委員（香木正委員）
◇連絡先…生活環境課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…9／20㈭13時30分～16時◇
会場…消費生活センター（市役所東
側）◇相談員…行政相談委員（大沢
リツ子委員、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…①9／11㈫②25㈫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…①9／12㈬②26㈬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
①９／７㈮10：30～15：30 山口研介弁護士

②９／12㈬10：30～15：30 工藤光機弁護士

③９／19㈬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…9／27㈭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
―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…9／12㈬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
―これからのくらし相談・予約制―
◇日時…①９／６㈭②13㈭③20㈭④
27㈭10時～14時◇会場…久慈地区合
同庁舎◇申し込み…これからのくら
し仕事支援室☎019‒626‒1215

８月30日～９月５日
建 築 物 防 災 週 間

　期間中、防災相談所を設置し、地震対策や火災、がけな
ど建築物の防災に関する相談にお答えします。

問県北広域振興局土木部　☎53－4990
税など
の納期

市民税２期、国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料２期　―８月31日―
学校給食費４期　　　　　　―８月27日―

　岩手、青森、秋田の北東北３県に整
備されたドクターヘリ。これまで県境
の市町村などから、各県にまたがる広
域連携が要望されていました。久慈
市、二戸市、軽米町、洋野町のような
県境地域では岩手県のドクターヘリだ
けでなく青森県のドクターヘリも利用
できる環境が理想的です。
　北東北３県は協議を行い、次のよう

な条件で他県のドクターヘリの出動要
請ができることになりました。
①へリ基地から半径100㎞以内
②大災害・大事故発生時
③自県ドクターヘリが出動中で対応で
きない場合など
　久慈地域では上記の条件の場合、八
戸基地のドクターヘリを出動要請する
こととなります。

ドクターヘリの相互乗り入れ

　

　

　７月17日、大川目中学校（伊藤
隆校長）に「小さな親切」運動県
本部（髙橋真裕代表）から「小さ
な親切」実行章が交付されました。
15年前から続けている廃品回収の
益金寄付が評価されたもの。生徒
会長の切金真子さんは「今までの
伝統が評価されうれしいです」と
笑顔で話してくれました。

15年続く寄付が評価
大川目中に小さな親切実行章

2012.８.15号　６

相談
お知らせ

　バザーやステージ発表、多彩な模
擬店にプールの無料開放など催し盛
りだくさん。ぜひご来場ください。
▶日時…９月９日㈰10時～15時
▶会場…福祉の村
問久慈市社会福祉協議会☎53‒3380

ふれあい福祉まつり

　来春卒業予定の大学生などを対象
に、県内の求人中小企業（約15社）
による個別面談や就職相談、いわて
中小企業就職センター試験の概要説
明などを行います。
▶日時…９月３日㈪13時～17時
▶場所…アイーナ（盛岡市）
問県中小企業団体中央会統括指導センター

☎019‒624‒1363

中小企業の就職説明会

▶日時…10月20日㈯
▶会場…久慈市防災センター
▶申し込み…８月22日㈬～30日㈭
※申込書は消防本部と各分署で配布
問久慈広域連合消防本部☎53‒0119

危険物取扱者の試験

　トリコロールエリア（岩手県北・
青森県南・秋田県北東）の自然や文
化など「宝」をテーマにした写真コン
テストを開催。入賞者には賞金あり。
▶題材…①宝をイメージした写真②
　花や桜の写真　※平成23年以降に
　撮影した写真に限ります
▶応募点数…２Ｌ判・１人10点まで
▶応募期限…９月７日㈮まで
問二戸広域観光物産センター☎0195‒23‒7210

宝の写真コンテスト

募集

▶日時…８月23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

　薪ストーブやペレットストーブの
購入経費と設置費用を助成。新規購
入のほか買い替えも対象になります。
希望する場合は購入前に手続きが必
要。詳しくはお問い合わせください。
▶対象…市民、町内会、事業所など
▶補助率…１／３（限度額10万円）
問林業水産課　☎52‒2122

ストーブの購入を助成

　農林水産省や野菜ソムリエによる
講習会を行います。放射性物質の食
品への影響、野菜の調理方法など、
暮らしに役立つ知識が学べます。
▶日時…初回９月10日㈪13時30分～
　※全７回（月１～２回程度開催）
▶会場…市役所３階・大会議室など
▶定員…30人程度
▶申し込み…９月７日㈮まで
問生活環境課　☎54‒8003

消費者力アップ講習会

　応急手当や心肺蘇生法、ＡＥＤの
使用方法などの講習会です。
▶内容…普通救命講習Ⅰ
▶日時…９月９日㈰９時～12時
▶会場…防災センター
▶対象…中学生以上30人（当日は印
　鑑をお持ちください）
▶申し込み…９月７日（金）まで
問久慈消防署　☎53‒0119

応急手当を学ぼう！

　市民マレットゴルフ場を会場に初
心者向けの体験教室を開催。参加は
無料。みんなでプレーしませんか？

マレットゴルフ体験教室

　水泳初心者を対象とした水泳教室
を開催。基礎から丁寧に指導します。
▶日時…９月５日㈬18時45分～
　※全16回（毎週水曜日）
▶会場…福祉の村屋内温水プール
▶受講料…５千円（入場料など含む）
▶申し込み…８月24日㈮まで
問久慈市水泳協会（事務局･欠畑）☎090‒3983‒7434

温水プールで水泳始めよう

　「男たちの共同参画～妻が僕を変え
た日～」を演題に中央大学の広岡守
穂教授が講演。ぜひご参加ください。
▶日時…８月31日㈮13時30分～
▶会場…市役所３階・大会議室
▶申し込み…９月28日㈮まで
問子育て支援課　☎52‒2169

共同参画セミナーの開催

　みんなで病院の周辺をきれいにし
ませんか。用具・油代・事故などは、
参加者の責任でお願いします。
▶日時…９月10日㈪６時～７時
　※他の日時を希望する方は事前に
ご連絡ください
問大沢貞義さん　☎090‒5844‒4132

久慈病院の草を刈ろう

　平成25年４月に採用する学生を募
集します。
▶受験資格…平成25年４月１日現在
　で21歳未満
▶申し込み…９月３日㈪～11日㈫
問八戸海上保安部管理課☎0178‒33‒1222

海上保安大学校の試験日　　時 申込締切
９月７日㈮　９：30～

８／31㈮
９月23日㈰　９：30～
10月５日㈮　９：30～

９／28㈮
10月14日㈰　９：30～

※市役所正面から送迎バスが出ます
　（９時出発・先着25人）
問社会体育課　☎52‒2156

▶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
コース 期間 定員

ホームページ作成 ９／11㈫～12㈬ 10

Excel2007初級 ９／19㈬～20㈭ 15

Excel2007中級 ９／25㈫～26㈬ 15

　市は７月17日と18日に、94カ所
の放射線量率の測定を実施。
　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。国が定める基準を大幅
に下回っています。　　　　

測定位置 平均値
７月測定 ６月測定

１㍍ 0.056 0.057
50㌢ 0.056 0.058
５㌢ 0.061 0.063

※測定単位は、毎時マイクロシーベルト

問生活環境課 ☎54‒8003

　８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
７㈮～９㈰
９：30～

第11回創玄会 
「書と篆刻展」 無

16㈰
13：30～

復興支援映画上映会　
「グスコーブドリの伝記」 無

22㈯
①10：00
②13：30

動物愛護映画上映会
「LOVEまさお君が行く!」 有

26㈬
19：00～

風間杜夫ひとり芝居
「カラオケマン」 無

29㈯
９：10～ 長内小学校学習発表会 無

30㈰
10：00～

第62回岩手県高等学校定時制
通信制生徒生活体験発表会 無

問アンバーホール ☎52‒2700

放射線量率の測定結果

INFORMATION

９月アンバーホール
 ・おらほーる

イベント
開催予定

　県北農業研究所を一般公開。農業
技術セミナーや畑地かんがいの実演、
新品種の紹介・試食などを行います。
▶日時…①８月31日㈮10時～16時②
　９月１日㈯９時～15時
▶場所…県農業研究センター（軽米
　町）
問県農業研究センター☎0195‒47‒1070

農業研究所を一般公開


