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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

税など
の納期 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料8期―２月28日―

　「もりおか雪あかり」の観覧や盛
岡周辺の観光などを行うバスツアー
の無料招待者を募集します。
▶期日…２月９日㈯～10日㈰
▶定員…原則として親子（小学生）
　ペア15組30人※応募多数の場合は抽選
▶応募方法…①住所②氏名③年齢④
　電話番号を明記し、メールまたは
　はがきで応募
▶申込期限…１月25日㈮消印有効
▶発表…１/30までに当選者に電話連絡
▶応募先…〒020‒8582 盛岡市内丸
　２‒５ ＪＴＢビル２Ｆ／もりおか雪あ
　かり実行委員会　復興推進事業担当あて
問もりおか雪あかり実行委員会☎019‒651‒7474

メール　morioka_pr@th.jtb.jp

もりおか雪あかりに招待
　高齢者が製作した木工品や陶芸、
手芸、竹細工などの展示即売会を開
催します。ぜひご来場ください。
▶日時…①２月２日㈯11時～15時②
　２月３日㈰10時～14時
▶会場…久慈市総合福祉センター
問久慈市社会福祉協議会☎53‒3380

高齢者の作品を展示即売

お知らせ
　就学する小・中学校は住所地に
よって指定されていますが、次のい
ずれかに該当する場合は就学先の変
更が認められます。詳しくは問い合
わせください。

通学区域外の就学希望

◇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・生活環境課☎54‒8003（※２／２
㈯のみ当日正午から・☎54‒8004）
―人権相談―
◇日時…２／５㈫13時30分～16時◇
会場…山形総合支所会議室◇相談員
…人権擁護委員（嵯峨正夫委員）◇
連絡先…生活環境課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…２／22㈮13時30分～16時◇
会場…第三会議室（手前）◇相談員
…行政相談委員（落合初次郎委員、
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…①２／12㈫②26㈫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…２／28㈭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
①２／２㈯13：00～15：30※ 齊藤　拓弁護士
②２／８㈬10：30～15：30 工藤光機弁護士
③２／13㈬10：30～15：30 山口研介弁護士
④２／20㈬10：30～15：30 齊藤　拓弁護士

―法律相談・予約制―

相談

―年金相談・予約制―
◇日時…①２／13㈬②27㈬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・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

　震災からの医療復興と未来型医療
の構築に取り組む「いわて東北メデ
ィカル・メガバンク機構」。その発
足を記念し、健康な市町村づくりに
ついてのシンポジウムを開催します。
▶日時…２月２日㈯13時～16時
▶会場…岩手医科大学　矢巾キャンパス
　※会場までバス有（市役所10時発・要申込）
問岩手医大　いわて東北メディカル・メガ
　バンク事務室☎019‒651‒5110・内線5509

メール　megabank@j.iwate-med.ac.jp

「健康づくりの集い」開催

　市は建設工事・測量等の建設関連
業務、物品購入や業務委託などを発
注する場合、競争入札または随意契
約で行っています。
　平成25・26年度中において入札や
見積もりに参加を希望する方は、下
記により財政課に申請してください。
※現在の登録者も申請が必要です

入札等参加希望者は申請を

　募集枠の増加により、自衛官の候
補生を追加募集します。
▶応募資格…18歳以上27歳未満
▶申込期限…２月12日㈫
▶試験日…２月16日㈯・17日㈰のい
　ずれか１日
▶試験会場…自衛隊岩手駐屯地（滝
　沢村）
問自衛隊久慈連絡所 ☎53‒5419

自衛官候補生を追加募集

教育委員
会議の予定

▶日時…１月24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

久慈市郷土芸能祭
兼三圏域郷土芸能
交流祭を開催

１月27日㈰10時からアンバーホールで開
催。入場無料です。ぜひご来場ください。

問文化財室 ☎52‒2700

　

　

　１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　
期日 イベント名 料金
７（木）～
10（日）
各回
14：00～

優秀映画鑑賞推進事業
「時代を彩った女優たち」
夜の河、雪国、五番町夕

ゆう

霧
ぎり

楼
ろう

、
五
ご

瓣
べん

の椿

有

11（月）
14：00

市民芸術文化祭舞台部門
発表「アルモニー・デュ・
プランタン」

無

問アンバーホール ☎52‒2700

　住宅金融支援機構では被災し
た自宅の補修・再建資金の災害
復興住宅融資について、金利を
引き下げています。住宅に被害
がなく、宅地のみに被害が生じ
た人向けの融資制度も平成27年
度まで設けています。
　また、原子力発電所の事故に
よる避難指示区域にお住まいに
なっていた人が、住宅を建設ま
たは購入される場合は、避難指
示区域内にお住まいになってい
たことを確認できれば災害復興
住宅融資をご利用いただけます。
　詳しくは問い合わせください。
問住宅金融支援機構（災害専用
　ダイヤル）☎0120‒086‒353
（受付時間９：00～17：00）

2013.１.15号　２

災害復興住宅融資
のお知らせ

INFORMATION

２月アンバーホール
 ・おらほーる

イベント
開催予定

　市は12月18日と19日に、市内
94カ所の放射線量率の測定を実
施しました。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
12月測定 11月測定

１㍍ 0.057 0.061
50㌢ 0.057 0.063
５㌢ 0.062 0.067

※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

問久慈市社会福祉事業団 ☎61‒3313
〒028‒0014 久慈市旭町7‒105‒10

▶募集職種

募集職種 必要資格
（含む取得見込み）

看護師２人 看護師
事務員兼生活相談員

１人
社会福祉主事
任用資格

▶ 受験資格…平成25年４月１日現在で①50歳未満
（看護師）または35歳未満（事務員兼生活相談
員）②普通自動車運転免許所持者（ＡＴ限定不
可）ーの全てに該当する者
▶ 申込方法…申込用紙は下記で交付。郵便請求は、
封筒の表に「職員試験申込書請求」と朱書きし、
あて先と郵便番号を明記して90円切手を貼った
返信用封筒（長３）を同封すること
▶申込期限…２月６日㈬ ※必着
▶試験日時…２月10日㈰10時試験開始
▶ 試験会場…特別養護老人ホームぎんたらす久慈

久慈市社会福祉事業団
職員募集

自分の身は自分で守ろう

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

無料でスキルアップ

募集

　自動車小売業など５産業の岩手県
特定（産業別）最低賃金が改正されま
した。詳しくは問い合わせください。
▶発効日…平成24年12月19日
　※各種商品小売業は平成25年３月１日
問岩手労働局労働基準部賃金室☎019‒604‒3008

県特定最低賃金の改正

▶科名…ＯＡ基礎科（受講無料）
▶内容…パソコン技術やビジネスマ
　ナーなどの基礎知識を習得
▶期間…３月13日㈬～３カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
▶定員…求職者15人
▶申込期限…２月６日㈬
問ハローワーク久慈 ☎53‒3374

求職者の職業能力訓練

　出願書類や入校検定料など、詳し
くは問い合わせください。
▶募集科・人数…建築科・若干名
▶応募資格…高校卒（見込み含む）
▶出願期限…１月25日（金）
▶試験日…２月１日（金）
問二戸高等技術専門校 ☎0195‒23‒2227

二戸高専の学生募集▶内容…普通救命講習Ⅰ（受講無料）
▶日時…２月10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…２月８日㈮
問久慈消防署 ☎53‒0119

救命・ＡＥＤを学ぼう

▶申請書…財政課と山形総合支所ふ
　るさと振興課で配布するほか市Ｈ
　Ｐにも掲載
問財政課 ☎52‒2113

講 習 名 期間 定員
Excel2007ビジネス活用 2／13㈬・14㈭ 15
ブログ・Twitter活用 2／19㈫～20㈬ 15

種 別 受付期間
（土日・祝日を除く）

物品購入・業務委託 受 付 中～２／28㈭
市営建設工事・建設関連
業務 ２／１㈮～３／29㈮

小規模工事 ２／１㈮～２／28㈭

問総務学事課 ☎52‒2154

①両親が共働きなどの理由で、下校後、
　祖父母等の家や自営業の業務先で保
　護監督する場合
②指定校に特別支援学級がない場合
③転居の場合⇒卒業または年度末まで
　転居前の学校に就学
④家の建築で転居予定の場合⇒転居予
　定先の学校に就学
⑤兄弟姉妹が通学区域外の学校に就学
　している場合
⑥通学距離、交通環境、通学の安全等か
　ら特に配慮が必要と認められる場合
⑦教育的配慮が必要と認められる場合

倉木麻衣復興応援
コンサート

市民50人を招待

　１月31日㈭18：30から八戸市公会堂で開催される復興応援コ
ンサートに先着50人を無料招待。当日は送迎バスも出ます。
　詳しくは問い合わせください。 問商工観光課　☎52‒2123

　ノロウィルスなどによる胃腸炎や
インフルエンザが流行しています。
38度以上の急激な発熱やせき・鼻水・
吐き気・吐く・水様便などの症状が
ある場合は無理をせず休息をとり、
医療機関を受診することをお勧めし
ます。

　また、日頃から自分が感染しない
ために、次の予防対策を行うことが
大切です。
①手洗い②うがい③マスクの着用
④二枚貝は加熱して食べる⑤休息を
とる⑥人混みへの外出はなるべく控
える


