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久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155

真心をこめた料理をお届け致します。
《各種仕出し料理承ります》
祝膳・仏膳・折詰・弁当・オードブル・寿司
（御予算に合わせてご用意させて頂きます。）
安心安全の目印「Ｓマーク」登録店

㈲野場造花仏具店
久慈市十八日町　☎52‒2010

24時間体制で受付ております

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館

仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

●広告掲載に関する問い合わせは㈱レーベル ' ホーム（☎ 52‒0041）まで

ちだ医院
久慈市門前37‒56‒26　☎61‒3366

小児科・内科
アレルギー科

《予防接種特別日程のお知らせ》
★11月10日㈯・17日㈯・24日㈯
　　　　午後３時～５時30分
★11月23日㈮㊗午後９時～12時
※各種予防接種の受付をいたします。
※病気の診療や処方せんの発行等は
　いたしません

11/1㈭
午後休診

★女性スタッフが対応します。お気軽にお立ち寄りください★ 

募集代理店
La classe 高柳純子

アフラックは「がん保険」も「医療保険」も契約件数No.1
※平成23年度インシュアランス保険統計号より

来店型保険ショップ

 

電話：（0194）75-3090 久慈市旭町10-63
　　（県立久慈病院向かい）
営業時間　9:15～18:00

キング薬局様 ギフトショップ
三幸様

ケアサポート
ホソタ様

県立久慈病院様

当店
★

久慈ひまわり基金
法律事務所

債務整理 相　続 離　婚
など何でもご相談下さい

営業時間　平日9：00～17：30
久慈市川崎町12‒18　YKビル1階

※要予約
TEL0194‒61‒1818

★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
もつながります

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

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申込期限…２週間前
問久慈職業能力開発センター☎53‒6261

コース 期間 定員
画像編集入門
（撮影～読込～編集） 12／４㈫～５㈬ 15

Photoshop Elements 入門 12／11㈫～12㈬ 15

住　宅　名 戸数 家賃（月額）

て ら さ と 団 地
１戸 19,800円～29,600円
２戸 22,400円～33,400円

川 井 団 地 １戸 2,900円～4,300円
▶申込期限…11月15日㈭
問建築住宅課　☎52‒2120
問山形総合支所産業建設課　☎72‒2129

市営住宅空きあります
　市では、非常勤嘱託職員の監査指
導専門員を１人募集します。
▶受験資格…次の全てに該当①簿記
　２級程度②パソコン（Ｗｏｒｄ、　
　Ｅｘｃｅｌ）の操作ができる人③普通
　自動車運転免許所有者
▶勤務先…市福祉事務所社会福祉課
▶申込方法…申込用紙は社会福祉課
　で交付します。郵便で請求する場
　合は封筒の表に「監査指導専門員
　試験申込書請求」と朱書きし、宛
　先と郵便番号を明記して120円切
　手を貼った返信用封筒を同封して
　ください。
▶申込期限…11月22日㈭※消印有効
▶一次試験日時…11月29日㈭13時30
　分～
問社会福祉課　☎52‒2119

監査指導専門員を募集

　平成25年度に行う福祉活動に必要
な機器の購入経費を１～20万円まで
助成します。詳しくは問い合わせし
てください。
▶対象…ボランティア団体や町内会
　などの住民グループ
▶申込期限…11月26日㈪
問久慈市社会福祉協議会 ☎53‒3380

福祉の活動に助成金！

久慈幼稚園の園児募集

　野菜ソムリエを講師に、旬の秋野
菜を味わいながら楽しく学んでみま
せんか。
▶日時…11月23日㈮10時30分～
▶会場…やませ土風館多目的ホール
▶参加費・定員…500円・先着25人
問久慈市観光物産協会　☎66‒9200

秋野菜でおもてなし料理

無料でスキルアップ

　「北限の海女」と「アマリン」の
名称を市民の皆さんに活用していた
だくために手続中の商標登録や商品
への使用などの説明会を開催します。
▶日時…11月９日㈮15時～
▶会場…やませ土風館２階会議室
問久慈市観光物産協会　☎66‒9200

登録商標の使用説明会

お知らせ

▶科名…ＯＡ医療事務科
▶期間…12月13日㈭～３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
▶定員…求職者20人
▶申込期限…11月16日㈮
問ハローワーク久慈　☎53‒3374

職 業 訓 練 の 受 講 生

　パート、アルバイトなどを含む労
働者を１人でも雇っている事業主は
労働保険（労災保険、雇用保険）に
加入する義務があります。詳しくは
問い合わせしてください。
問久慈公共職業安定所　☎53‒3374

事業主は労働保険に加入を

　岩手県最低賃金が10月20日㈯から
時間額653円に改正。県内で働く全
ての労働者に適用されます。詳しく
は問い合わせしてください。
問岩手労働局労働基準部賃金室☎019‒604‒3008

県 最 低 賃 金 の 改 正

　滝ダムに洪水で流れついた流木を
無償配布します。
▶日時…①11月19日㈪②11月21日㈬
　９時～15時※無くなり次第終了
▶受付場所…滝ダム管理事務所
▶配布場所…滝ダム右岸（県道の対
　岸側）の流木置場
▶注意事項…①流木の積み込み・運
　搬・事故などは利用者の責任でお
　願いします②転売などの営利目的
　の人には配布できません③個人が
　対象ですので４㌧車以上での乗り
　入れはご遠慮願います。
問滝ダム管理事務所　☎59‒3838

滝ダムの流木を無償配布

　県議会議員との意見交換会を開催
します。事前の申し込みは不要。ど
なたでも参加できます。
▶日時…11月22日㈭18時30分～
▶会場…一戸町コミュニティセンター
問県議会事務局　☎019‒629‒6021

本音で語ろう県議会

　限られた資源の土地を有効に活用
するため、投機目的の土地の買い占
めや不当な高値での取引を防ぐ必要
があります。土地取引は基準地価（７
月１日基準日）を参考にしましょう。
　不当な取引の情報をお持ちの人は
情報提供をお願いします。
問政策推進課　☎52‒2115

土地取引は基準価格で

　「心豊かでたくましく生きる児童
生徒の育成を目指して」をテーマに
開催します。
▶演題…心を開くやさしいコミュニ
　ケーション
▶講師…トータルカウンセリングス
　クール講師・金藤晃一氏
▶日時…11月28日㈬14時～16時
▶会場…アンバーホール
問総務学事課　☎52‒2154

学 校 保 健 研 究 大 会

命と財産のため防火対策を

募集
　久慈・山形の「食の匠」と鮭のち
らしずしやイクラ寄せなどの郷土料
理を作ってみませんか。
▶日時…11月20日㈫10時30分～
▶会場…久慈地区合同庁舎
▶定員・参加費…先着20人・1,200円
▶申込期限…11月12日㈪
問久慈農業改良普及センター☎53‒4989

郷 土 料 理 の 伝 承 会

　11月９日㈮から15日㈭までの間、
秋の全国火災予防運動を実施します。
これから寒くなり空気が乾燥し火災
の起こりやすい季節となりますので
注意しましょう。
　また、期間中は事業所などへの立
入検査を行いますのでご協力をお願
いします。
■住宅や事業所などでの防火対策
　①火の後始末は確実に！
　②住宅用火災警報器の設置を！
　③定期的な消防訓練を行いましょう！
問久慈消防署　☎53‒0119
問久慈消防署山形分署　☎72‒3119

　平成25年度入園児の願書を受付中。
定員になり次第締め切ります。

※５歳児は転入児のみです
問久慈幼稚園　☎53‒1295
※保育園の園児募集は1月1日号に掲載予定

区　分 対象児の誕生日など 募集
満 ３ 歳 児 誕生日の翌日より入園可 10人
３ 歳 児 Ｈ21.4.2～Ｈ22.4.1生まれ 15人
４ 歳 児 Ｈ20.4.2～Ｈ21.4.1生まれ 20人
５歳児（※）Ｈ19.4.2～Ｈ20.4.1生まれ 10人

広報10／15号
イベント名
変更について

　広報10月15日号2㌻のアンバーホール・おらほーるイベント開催予定記事内の
イベント名に変更がありました。
▶22㈭９：30～　久慈地区合同学習発表会・合同作品展示会

11月は「全国青少年健全育成強調月間～子どもの安全　を確保し、青少年を非行や犯罪から守りましょう～」


