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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…11／22㈭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（嵯峨左千夫
委員）◇連絡先…生活環境課☎54-
8003
―行政相談―
◇日時…11／13㈫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、落合初次郎委員）◇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…①11／13㈫②27㈫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…11／29㈭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
①11／６㈫10：30～15：30 山口研介弁護士

②11／14㈬10：30～15：30 工藤光機弁護士

③11／21㈬10：30～15：30 齊藤　拓弁護士

―法律相談・予約制―

―年金相談・予約制―
◇日時…①11／14㈬②28㈬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
―福祉の資格や仕事の相談―
◇日時…11／14㈬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

　放射線検査の際、撮影する部位に
金属・プラスチック製のボタン、ファ
スナー、ホックがある場合、厚いプ
リント が付いた服を着用している
場合は写真に写るので、撮影前に着
替えていただいています。
　また、頭部や頚部などの検査の場
合には、ヘアピン、ピアス、ネック

レス、入れ歯なども外していただい
ています。
　これらを着用したまま撮影すると
病変部などが隠されてしまい、診断
に影響があるからです。
　放射線検査の際は、撮影に影響が
あるものはあらかじめ外して受診す
るなどご協力をお願いいたします。

放射線検査の撮影時の注意点

相談

　市食生活改善推進員協議会では、
食事バランスガイドに対応した弁当
の試食会を開催。一食の適量を楽し
く学びましょう！
▶日時…11月12日㈪11時～13時
▶会場…元気の泉
▶定員…30人（先着順）
▶参加費…500円（弁当代）
▶申し込み…11月２日㈮まで
問保健推進課　☎61‒3315

バランス弁当試食会

無料でスキルアップ

　出願書類や入校検定料など、詳細
はお問い合わせください。
▶募集コース…①自動車システム科
　20人②建築科15人
▶応募資格…高卒（見込み含む）
▶出願期間…11月19日㈪から30日㈮
　まで
▶試験日…12月７日㈮
問二戸高等技術専門校☎0195‒23‒2227

二戸高専の学生募集

募集

▶募集作品…小説、戯曲、童話、文芸
　評論、随筆、詩、短歌、俳句、川柳
▶賞・賞金…①市民文芸賞・５万円
　②優秀賞・３万円③奨励賞・２万円
▶応募期限…10月31日㈬まで
問社会文化課文化財室　☎52‒2700

市民文芸賞の応募は10月中

　ふすまの張り替え作業の基本を学
ぶ受講生を募集します。
▶日時…11月６日㈫～８日㈭10時～
　16時
▶会場…久慈老人福祉センター
▶対象・定員…おおむね60歳代前半・
　20人
問久慈市シルバー人材センター☎52‒1154

ふすま張り替え講習会

　授業や部活動、施設を公開します。
正面玄関で受け付けをしてください。

久慈高校の学校公開

　久慈高等学校長内校の文化祭「北
斗祭」が開催。ぜひご来場ください。
▶日時・会場…10月24日㈬・25日㈭
　18時～20時・久慈高等学校長内校
問久慈高等学校長内校　☎53‒3787

長内校文化祭「北斗祭」！

　水族館の開館時間が次のとおり変
更になります。冬も楽しく遊べる水
族館に皆さんぜひお越しください。
▶11月からの開館時間…10時～17時

まちなか水族館の開館時間

　秋になると川に帰ってくるサケを
川で釣ったり、捕まえたりすること
は法律などで禁止されています。川
でサケを見つけたときは、そっと見
守ってあげてください。
問振興局水産部　☎53‒4985

サケの密漁は犯罪です

　市議会では、議員約10人が各地域
で議会活動の報告と市政や議会への
意見をお聴きする議会報告会を開催
します。

議 会 報 告 会 の 開 催　室内ペタンクの交流試合やシャフ
ルボード、囲碁ボールの体験ができ
ます。ぜひご参加ください。
▶日時…11月11日㈰９時30分受付
▶会場…市民体育館※上履きが必要
▶対象・参加費…小学生以上・無料
▶申し込み…１チーム３人で11月５
　日㈪まで　※個人参加も可
問社会体育課　☎52‒2156

ニュースポーツ交流会

お知らせ
▶日時…10月27日㈯14時開演
▶会場…アンバーホール
▶入場料…無料（整理券が必要）
　※整理券は久慈警察署で配布中
問久慈警察署　☎53‒0110

警察音楽隊の定期演奏会

　転倒・介護予防の講演や実技など
の市民講座を開催します。ぜひご参
加ください。
▶日時…11月11日㈰13時～16時
▶会場…福祉の村
▶定員・参加費…150人・無料
▶申し込み…11月５日㈪まで
問久慈市社会福祉協議会☎53‒3380

転倒・介護予防市民講座

▶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

コース 期間 定員
Word2007ビジネス活用Ⅰ 11／20㈫～21㈬ 15
Word2007ビジネス活用Ⅱ 11／27㈫～28㈬ 15

　

　

　10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
２（金）
～４（日）

市民芸術文化祭
展示部門 無

22（木）
９：30～

久慈地区特別支援学級・
特別支援学校合同学習発
表会・合同作品展示会

無

22（木）
12：30～ 久慈東高校学習成果発表会 無

29（木）
14：00～

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ 有

問アンバーホール ☎52‒2700

【仕様】
車　両 走行距離

１ 移動入浴車 80,573㎞
２ 小型動力ポンプ付積載車 11,090㎞
３ 小型動力ポンプ付積載車 7,973㎞
※１～３共通…平成６年式、車検なし
▶入札日時…11月13日㈫ 14時
▶会場…市役所３階第１会議室
▶申し込み
・移動入浴車…11月1日㈭説明会
終了後～12日㈪正午まで
・小型動力ポンプ付積載車…11月
２日㈮説明会終了後～12日㈪正
午まで

▶最低売却価格
　・移動入浴車…２万円～
　・小型動力ポンプ付積載車…３万円～

問財政課　☎52‒2113

売ります！移動入浴車と
小型動力ポンプ付積載車

INFORMATION

11月アンバーホール
 ・おらほーる

イベント
開催予定

　市は９月26日と27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0.09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
９月測定 ８月測定

１㍍ 0.058 0.057
50㌢ 0.060 0.059
５㌢ 0.064 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

2012.10.15号　２

税など
の納期

学校給食費７期 ―11月26日―
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料５期、 
固定資産税４期 ―11月30日―

短角牛の共進会開催 10月23日㈫10時から、中町イベント広場（県立久
慈病院跡地）で開催。牛の順位を予想するコンテ
ストや短角牛肉の販売も行います。

問山形総合支所産業
建設課　☎72‒2129

　心肺蘇生やＡＥＤなど一次救命処
置の学科・実技検定を行う赤十字救
急法基礎講習を開催します。
▶日時…11月14日㈬13時～17時
▶会場…福祉の村
▶受講料…1,500円（教本、保険代）
▶申し込み…11月９日㈮まで
問日本赤十字社岩手県支部☎019‒623‒7218

救命処置を学ぼう！

　ＩＢＣアナウンサーの大塚富夫氏
と延命法律事務所弁護士の延命政之
氏を講師に開催します。
▶日時…11月２日㈮13時～16時
▶場所…ホテル東日本（盛岡市）
▶定員…300人（先着順・無料）
▶申し込み…10月25日㈭まで
問県高齢者総合支援センター☎019‒625‒7490

高齢者権利擁護セミナー

日　　時 場　　　　所
①11／６㈫18：30～ やませ土風館多目的ホール
②11／７㈬18：30～ 山形総合支所２階講習会室
③11／８㈭18：30～ 久慈中央公民館久慈湊分館
問議会事務局　☎52‒2188

問久慈高校☎55‒2211／同長内校☎53‒3787

学　　校 公開時間

久 慈 高 校 10／22㈪～26㈮
13：00～17：00

久慈高校長内校
10／29㈪～11／２㈮
①13:05～16:20
②17:20～18:55

問もぐらんぴあ・まちなか水族館☎53‒9600

　広報10月１日号13㌻「わたしの主
張久慈地区大会」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。
優秀賞…夏井杏香（夏井中３年）
優良賞…畑中智香（山形中３年）
　　　　中野美幸（久慈中３年）

おわびと訂正

まちなか水族館特別企画展開催中
「フューチャーパス」
～君は未来の新聞記者だ！～


