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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

　久慈病院では毎月１回「いわて食
財の日」として、地元で採れた新鮮
な食材を使用した食事を入院患者さ
んへ提供しています。
　久慈産のウルイ、アスパラガ
ス、ツルムラサキなどのおひたしは
「シャキシャキ感、つるつる感があ

りおいしかったです」と入院患者さ
んの評価は上々。また、ジャガイモ
とササギのみそ汁も「とても懐かし
い味でした」と好評でした。
　これからも地元の食材を使用しな
がら、安心で安全な食事を提供して
いきたいと思います。

地産地消メニューが好評です

税など
の納期

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料６期、
市民税４期 ―12月25日―
学校給食費８期 ―12月26日―

　11月９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
９（日）
13：30～ 久慈中学校吹奏楽部演奏会 無

13（木）
18：30～

国際ソロプチミスト
歳末チャリティーコンサート
長谷川健＆ジャズカルテット

有

15（土）
14：00～

宝くじふるさとワクワク劇
場「ほのぼのコメディ劇場」
市民公開オーディション

無

22（土）
14：00～

宝くじふるさとワクワク
劇場 in 久慈 有

問アンバーホール ☎52‒2700

■総括主査級２人
▶土木課（山形総合支所ふるさ
と振興課）／蒲田敏雄
▶山根公民館併生活環境課併山根支
所併山根生活改善センター併土木
課（山根公民館併生活環境課併山
根支所併山根生活改善センター）
／田面巧

人事異動人事異動
11月１日付け　市職員の

　11月１日付発令の人事異
動で次の２人が異動しまし
た。（　）内は旧所属名です。

募集
無料でスキルアップ

　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…12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）
▶申込期限…12月７日㈮
問久慈消防署　☎53‒0119

応急手当を学ぼう！

　陸上自衛隊高等工科学校の生徒を
募集します。詳しくは問い合わせし
てください。
▶応募資格…中卒（見込含）17歳未
　満の男子
▶申込期限…推薦12月７日㈮、一般
　１月７日㈪
問自衛隊久慈連絡所　☎53‒5419

高等工科学校生徒の募集
▶日時…11月22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が
　有ります
問総務学事課　☎52‒2154

教育委員会議の予定

◇本会議…12月６日㈭◇一般質問…
12月11日㈫・12日㈬◇常任委員会…
12月14日㈮◇本会議…12月19日㈬
問議会事務局　☎52‒2188

市議会12月定例会の予定

　岩手医科大学医学部教授の寺山靖
夫氏とフリーアナウンサーの生島ヒ
ロシ氏を講師に、認知症の正しい知
識と理解を深めるためのセミナーを
開催します。
▶日時…11月30日㈮13時30分～16時
　30分
▶会場…アイーナ（盛岡市）
▶定員…300人（参加費無料）
問県高齢者総合支援センター☎019‒625‒7490

認知症を理解しよう！

　就業できずに悩んでいる15歳～40
歳未満の人と、その保護者を対象と
した出前相談会です。相談は無料。
事前に予約してください。
▶日時…12月８日㈯10時～16時
▶場所…アンバーホール
▶定員…10人
問もりおか・いわて若者サポートステーション
　☎019‒625‒8460／ mail:soudan@morisapo.jp

就業に悩む若者サポート

　12月１日現在で本市の永久選挙人
名簿に新たに登録された人の氏名、
住所、生年月日などを記載した書面
の縦覧を行います。
▶縦覧期間…12月３日㈪～７日㈮
　８時30分～17時
▶会場…下記事務局（市役所１階）
問市選挙管理委員会事務局☎内線472

永久選挙人名簿の縦覧

　久慈東高校の授業や学習成果発表
会、文化講演会を公開します。
■授業公開
▶日時…11月21日㈬、26日㈪、27日㈫
　13時35分～15時25分
▶会場…久慈東高校
■文化講演会・学習成果発表会
▶日時…11月22日㈭12時40分～15時
　35分
▶会場…アンバーホール
▶演題…東日本大震災からの復旧・
　復興とみなさんに期待すること
▶講師…外舘正敏副市長
問久慈東高校　☎53‒4489

久慈東高校へ行こう週間　公共職業安定所を訪れた人の職業
相談に加えて、心の健康や多重債務
などの相談を受けるワンストップ
サービスデイｉｎ久慈を開催します。
▶日時…12月６日㈭①10時～12時②
　13時～15時
▶会場…ハローワーク久慈
問久慈保健所　☎53‒4987

ワンストップ相談会

お知らせ
　ハウスのビニル、シートなどの野
焼きや無許可の埋め立ては違法です。
ＪＡ野菜集出荷所（大川目・山形）
で回収しますのでご利用ください。
▶回収日時…12月３日㈪～12月７日
　㈮９時～17時
▶対象…塩化ビニル、ポリエチレン
　シート、遮光幕、肥料袋、畜産用
　ラップフィルム、育苗ポット、苗
　箱など
▶回収方法…上記の種類ごとに梱包
　し、各自で回収場所に搬入してく
　ださい
問ＪＡ新岩手久慈営農経済センター☎52‒1318

農業用廃プラスチック回収

　森林法が改正され、森林経営計画
制度が始まりました。森林整備の助
成を希望する場合は森林経営計画の
作成が必要となります。詳しくは問
い合わせしてください。
問振興局林務部　☎53‒4984

森林整備の助成制度

◇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
―特設人権相談―
◇日時…12／３㈪10時～15時◇会
場…長内公民館◇相談員…人権擁護
委員（全委員）◇連絡先…生活環境
課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…12／13㈭13時30分～16時◇
会場…第三会議室（手前）◇相談員
…行政相談委員（黒沼正雄委員、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…①12／11㈫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…①12／12㈬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
①12／７㈮10：30～15：30 山口研介弁護士

②12／12㈬10：30～15：30 工藤光機弁護士

③12／19㈬10：30～15：30 齊藤　拓弁護士

―法律相談・予約制―

相談

―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…12／27㈭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…12／12㈬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

INFORMATION

12月アンバーホール
 ・おらほーる

イベント
開催予定

　市は10月16日と17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
10 月測定 ９月測定

１㍍ 0.057 0.058
50㌢ 0.058 0.060
５㌢ 0.062 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

2012.11.15号　２

▶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

Google 徹底活用 12／18㈫～19㈬ 15

　　人気お笑い芸人の漫才や市民と
　新喜劇のスターが繰り広げるコメ
　ディ劇場など抱腹絶倒の３時間！

◇日　時…12月22日㈯
　　　　　14：00開演（13：30開場）
◇会　場…アンバーホール　大ホール
◇入場料…2,000円（全席指定）※入場料
の一部は義援金に寄付されます

◇公演内容…お笑いステージ、
　トーク、ほのぼのコメディ劇場
◇プレイガイド…アンバーホー
ルチケットセンター、おら
ほーる、一誠堂、みどり書店

※第三部ほのぼのコメディ劇場の出演者
　を募集します。締め切りは12月１日㈯

宝くじふるさとワクワク劇場 in 久慈
入場券発売中！

問社会文化課☎52‒2700

▶期間…12月５日㈬～翌年３月20日
　㈬19時30分～21時30分
▶会場…市民体育館
▶対象…市内に居住または職場があ
　る人（高校生以下を除く）
▶募集・登録料…14チーム・８千円
　※各チーム帯同審判１人必要
▶申込期限…11月26日㈪
問市民体育館　☎61‒3353

フットサルリーグ開催！

広報11／１号
おわびと訂正

広報11月１日号23㌻「ちだ医院の予防接種特別日程のお知らせ」内に
誤りがありました。正しくは次のとおりです。訂正しておわびします。
　　　11月23日㈮㊗　午前９時～12時

歳末チャリティーコンサート
＆バザー　12.13㈭に開催
問国際ソロプチミスト久慈　☎52-1381

　バザーは16：30～18：00、コンサート18：30開演
（18：00開場）です。コンサート入場料3,000円の一部
は歳末たすけあい運動募金などに寄付されます。 


