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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

　これからの時期は、インフルエン
ザウイルスなど目に見えないウイル
スがいろいろと体を攻撃してきま
す。ウイルスは気温が低く乾燥して
いると活発に活動します。
　ウイルス検査は鼻や喉から綿棒で
粘液などを採り、専用の試薬を用い

て行います。検査結果が出るまでは
20分ほど。治療にはウイルスが増え
る前の薬の服用が効果的なので、早
めに受診しましょう。
　また、ウイルスを体内に入れない
ようにうがいや手洗いを念入りに行
い、予防を心がけましょう。

ウイルス対策について

税など
の納期

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料７期―１月31日―
学校給食費９期 ―１月28日―

　来年２月から市文化会館のラウン
ジで営業できる方を募集します。

文化会館のラウンジ出店
　調理業務に従事する調理師は２年
ごとに就業地の保健所に届出が必要
で、本年度が届出年度になります。
久慈保健所に用紙がありますので記
入・提出をお願いします。
▶届出期間…１月４日㈮～15日㈫
問久慈保健所　☎53‒4987

調理師は就業の届出を
　東日本大震災で土地が不規則に移
動した次の地区を対象に、登記所に
備え付けられている地図の修正作業
を行います。調査員が現地に立ち入
るほか、必要に応じて土地所有者に
立会いをお願いすることがあります
ので、皆さんのご理解とご協力をお
願いします。不明な点は法務局まで
問い合わせしてください。
▶現地調査期間…12月～２月末

登記所地図の修正作業

お知らせ
　農業委員会委員選挙人名簿の登載
申請を受け付けます。次に該当し、
登載を希望する人は申請書に必要事
項を記入して行政連絡区長または市
農業委員会事務局に提出ください。

農委選挙人名簿の登載申請

◇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…１／18㈮13時30分～16時◇
会場…第三会議室（手前）◇相談員
…人権擁護委員（三河えり子委員）
◇連絡先…生活環境課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…１／29㈫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、大
沢リツ子委員）◇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…①１／８㈫②22㈫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…①１／16㈬②30㈬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
①１／11㈮10：30～15：30 山口研介弁護士

②１／16㈬10：30～15：30 齊藤　拓弁護士

③１／30㈬10：30～15：30 工藤光機弁護士

―法律相談・予約制―

相談

―多重債務者弁護士相談・予約制―
◇日時…１／24㈭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・予約制―
◇時間…９時～16時（土・日・祝日
を除く）◇会場…久慈市総合福祉セ
ンター（福祉の村）◇申し込み…岩
手県社会福祉協議会（担当・長畑）
☎080‒1651‒6203

　

　12月７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　

INFORMATION

１月アンバーホール
 ・おらほーる

イベント
開催予定

　受診を希望する人で、まだ申し込
んでいない人はご連絡ください。
▶日時・会場…１月４日㈮～５日㈯
　７時～11時・元気の泉
▶対象…出稼ぎ者、特定健診対象者、
　後期高齢者など
▶受診料…①特定健診（出稼ぎ者）
　2,200円②肝炎ウイルス検診800円
　③大腸がん検診400円④胃がん検
　診1,400円⑤前立腺がん検診450円
問商工観光課　☎52‒2123
問保健推進課　☎61‒3315

住民（出稼ぎ）検診

　下水道の測量設計のため、現地調
査を行います。住宅の位置や高さを
測るため、調査員が宅地に立ち入る
ことがありますので、皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
▶調査期間…12月20日㈭～３月27日㈬
▶調査地域…夏井町大崎、湊町、天
　神堂、田高ほか
問下水道課　☎52‒2152

下水道の調査に協力を

　ごみの収集、ごみ焼却場・処理場
は次の期間休業しますので、ごみを
集積場に出さないようお願いします。
また、臨時のごみ収集を行います。
詳しくは別に配布するお知らせをご
覧ください。

年末年始のごみ収集

▶日時…12月20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

　九戸地方育英会では、教員を目指
す人に奨学金をお貸しします。
▶応募資格…久慈広域４市町村内に
　本籍があり、４年制大学などに入
　学見込みの人（在学中も可）
▶奨学金…月額３万円
▶申込期限…３月21日㈭
問総務学事課　☎52‒2154

教員志望者に奨学金

　県民の森では自然とふれあうイベ
ントの参加者を募集中。詳しくは問
い合わせしてください。

県民の森で環境学習

　来年の干支「巳」を楽しく作って
お正月飾りにしてみませんか。
▶日時…12月23日㈰10時30分～
▶場所…やませ土風館多目的ホール
▶定員・参加費…先着20人・500円
※はさみとおしぼりを持参
問久慈市観光物産協会　☎66‒9200

ちぎり絵をつくろう！

各講習とも定員になりしだい締め切
り。お早めに申し込みください。

技能講習の受講者募集

募集 ▶申込期限…12月28日㈮
※応募者説明会は１月７日㈪13時30分～
問アンバーホール　☎52‒2700

※参加費、予約が必要です
問森林ふれあい学習館☎0195‒78‒2092

※証明写真１枚（30㍉×24㍉・裏面に
氏名記入）を添えて申し込みください
▶会場…①学科・久慈労務者会館
　　　　②実技・下山鉄工㈱
問久慈労務者会館　☎53‒4575

問盛岡地方法務局登記部門地図整備・
　筆界特定室 ☎019‒624‒9855

【該当地区】荒町一丁目・二丁目、
八日町一丁目・二丁目、十八日町
一丁目・二丁目、二十八日町一丁
目・二丁目、中の橋一丁目、本町
一丁目～三丁目、巽町一丁目・二
丁目、柏崎一丁目、中町一丁目・
二丁目、田高一丁目、中央一丁目
～四丁目

問生活環境課　☎54‒8003

収集の
休業期間

12／29㈯～１／３㈭
※直接搬入も不可

▶申請書の備え付け場所…①市役所
　②山形総合支所③公民館（中央・
　各地区）④各行政連絡区長⑤ＪＡ
　新いわて久慈中央支所・山形支所
▶申請期限…１月10日㈭
問市選挙管理委員会事務局☎内線472

対象者
※全て
に該当

○市内に住所がある20歳以上
　（平成５年４月１日以前生まれ）

○10㌃以上の農地を耕作する農
業経営者か同居の配偶者、親族

○年間60日以上耕作に従事して
いる人

講 習 名 期間 受講料 定員

玉掛け １／16㈬
　～18㈮ 24,700円 30

小型移動式
クレーン運転

１／19㈯
　～21㈪ 31,000円 30

アーク
溶接業務

１／22㈫
　～23㈬ 16,050円 30

応
募
要
件

①食品衛生法に定める飲食店営業の
うち食堂、レストラン等を営むこと
について保健所の許可を受けている

②これまで３年以上同一業種に属す
る事業を営んでいる

③市内在住で、市税の滞納がない

行 事 名 日　時 定員
木工教室
おひなさま

１／19㈯
９：30～15:30

先着
10人

スノーシュー体験
と冬の自然観測

１／20㈰
９：45～15:00

先着
15人

【初級】クロスカン
トリースキー教室

１／20㈰
９：45～12:00

先着
10人

初日の出号を運行 三鉄に乗って初日の出を見ませんか。１月１日㈫
６時10分、久慈駅出発。久慈～普代往復、折り詰
め付で3,500円。３日前までに申し込みください。

問三鉄鉄道久慈駅
　☎52‒0177

スキーシーズン到来！平庭高原スキー場12月15日　㈯オープン予定　　 問平庭山荘☎72‒2700
　１月～２月中旬の毎週土曜日は久慈駅前　　から無料送迎バスを運行します。

　

▶日時…１月25日㈮
　①13：30上映、②18：30上映
▶場所…アンバーホール小ホール
▶入場料…無料（整理券が必要）
　※入場整理券は、12月15日㈯か
らアンバーホールで配布（１人
４枚まで）します。

　全国各地から市に寄せられた
義援金をもとにした見舞金と、
日本赤十字社本社、中央共同募
金会、岩手県災害義援金募集委
員会に寄せられた義援金の追加
交付を行います。
　今回の見舞金・義援金は、す
でに交付対象となった方への追
加交付になりますので、申請書
の提出をしていただく必要はあ
りません。
■見舞金（第６次配分）

対象 追加交付額
人的被害者・住宅
被災者（半壊以上） 5千円

■義援金（第３次配分第２回）
対象 追加分配額

死亡または
行方不明 ４万４千円

住宅の全壊など ４万４千円
住宅の半壊など ２万５千円

問社会福祉課☎52‒2119

の希望にまで昇華した作品。ぜ
ひご覧ください。

　様々な出会いと
別れを繰り返し、
戦中・戦後を必死
に生き抜く主人公
の姿を通してお菓
子への憧れを平和

2012.12.15号　２

市災害見舞金・義援金
の追加交付を行います

問アンバーホール ☎52‒2700

「エクレール・お菓子放浪記」
被災地上映会開催


