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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

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

当院で接種可能な予防接種
▶▶▶▶▶▶▶定期・任意とも◀◀◀◀◀◀◀

三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）・二種混合（ジ
フテリア・破傷風）・BCG・麻疹・風疹・日本脳炎・
Hib ヒブ（任意）・子宮頸癌ワクチン（任意）・イン
フルエンザワクチン・水痘ワクチン（任意）・おた
ふくかぜ（ムンプス）ワクチン（任意）・B 型肝炎ワク
チン（任意）・小児および成人の肺炎球菌ワクチン（任
意）・A型肝炎ワクチン（任意）・不活化ポリオ

月々1,050円でレンタル
超音波加湿器に使用する場合は、10倍に希釈いたしますので経済的です。

インフルエンザ・ノロウイルス
　　　院内感染対策の決定盤

加湿器
ISK-500

専用

8,400円

　　　　　　　　　　　　

ステリ・PRO
20ℓケース

少人数で素敵な時を過ごす、アットホームなウエディングも
くんのこなら二人らしさいっぱいに。親しい人とレストランの料理を

優雅に楽しむ新しいスタイルをご提案いたします。

憧れのガーデンウエディング
一日一組だけの、こころづくしのウエディング

お気軽にご相談ください

AmberウエディングAmberウエディングAmberウエディング
本格レストランウエディングが叶う

琥珀の森のレストラン

お問い合わせ

THE WEDDING RESTAURANT

★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

　東日本大震災に係る被災者生活再
建支援金（基礎支援金）の申請期間
が平成26年４月10日まで再延長され
ました。被災された世帯主は、申請
期間内に手続きする必要があります。
詳しくは問い合わせください。
問社会福祉課 ☎52‒2119

仮設住宅の勧誘詐欺に注意

基礎支援金の申請期間延長
　１月８日付けで市税等口座振替を
ご利用の皆様に送付した市税等口座
振替納付済通知書兼領収書の文中に
「追加交付分」の記載がありますが通
常の領収証書と同じ扱いになります。
書類は大切に保存をお願いします。
問収納対策課 ☎52‒2368

口座振替ご利用の皆様へ

▶日時…２月17日㈰８時30分～
▶会場…平庭高原スキー場
▶種目…①スキー・アルペン競技（大
　回転）／小学２年生以下から61歳
　以上までの８部門②スノーボード
　・アルペン競技（大回転）／年齢
　別なし
▶参加料…500円※中学生以下無料
▶申し込み…２月７日㈭までに、下
　記まで申し込みください
　①千葉運動具店☎52‒0300②馬場
　商店☎72‒2011・52‒2663③平庭高
　原スキー場☎72‒2944
問久慈市スキー協会（市役所内）☎52‒2111

市民スキー・ボード大会

　久慈消防署の消防力の強化を図る
ため、八日町分室の今後の在り方に
ついての意見交換会を開催します。
▶日時…２月15日㈮18時～
▶会場…やませ土風館２階会議室
問消防防災課 ☎52‒2173

消防八日町分室の意見交換会

無料でスキルアップ

▶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

コース 期間 定員
ネットショップ入門 ２／26㈫～27㈬ 15
ホームページ作成 ３／５㈫～６㈬ 10

　岩手県トラック協会では、被災し
た子どもの心のケアなどを目的に親
子プロ野球観戦・東京観光ツアーを
実施。県内沿岸市町村の小・中学生
親子ペア20組40人を募集します。
▶日程…３月29日㈮・30日㈯
▶参加費…無料（自宅から新幹線出
　発駅までの交通費は各自負担）
▶応募方法…往復はがきに次の項目
　を明記して応募。①小・中学生の
　氏名、学校名、学年②保護者の氏
　名、続柄、住所、電話番号
▶応募先…〒020‒0891紫波郡矢巾町
　流通センター南二丁目９番１号　
　社団法人岩手県トラック協会あて
▶応募期限…２月25日㈪※消印有効
▶当選発表…当選者に当選通知発送
問岩手県トラック協会☎019‒637‒2171

親子で野球観戦・東京観光

　４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

　市内在住者の子どもや兄弟姉妹で、
学費の工面が困難と認められる高校
生以上に奨学金を貸与します。
▶奨学金月額…①高校生２万円②大
　学生３万円（短大、専門学校含む）
▶申込期限…３月29日㈮
問総務学事課 ☎52‒2154

高校生以上に奨学金

募集

▶場所…天神堂第37地割181番地１
▶募集区画…15区画（１区画45㎡）
▶利用期間…貸付日から翌年２月末
▶利用料…年間1,000円
▶対象…農地を所有しない市民
▶申込期限…２月25日㈪
　※申込多数の場合は抽選を行います
問農政課 ☎52‒2121

市民農園で農業に挑戦！

　講演会やカウンセリングルームの
設置、障がい者が制作した作品の展
示・販売などを行います。
▶日時…２月17日㈰10時30分～15時
　（講演会は13時～15時）
▶会場…市総合福祉センター（福祉
　の村）
問久慈市社会福祉協議会 ☎53‒3380

結いっこフェスタ・講演会■天気予報をチェック
　水道管は気温が－４℃以下になる
と凍結や破裂の恐れがあります。天
気予報や水道管凍結予報を確認して
水道管の水抜きをしましょう。
■水抜き操作の手順は
　蛇口を全開にしたまま、水抜き栓
を全閉にしましょう。
■凍結してしまったら
　解凍できない場合は市指定給水装
置工事事業者に依頼しましょう。
問水道事業所 ☎52‒2189

水道管の凍結に注意を

お知らせ

　私たちの身近な素材である「木」
から、巧みな加工技術によって造り
だされた民具の数々を展示します。
▶日時…２月16日㈯・17日㈰９時～
　17時
▶会場…アンバーホール３階展示室
問社会文化課文化財室 ☎52‒2700

文化財展「木から造る」

　久慈公共下水道事業計画の変更
（案）を縦覧します。
▶期間…２月４日㈪～18日㈪８時30
　分～17時15分
▶会場…市役所３階・下水道課（土
　日・祝日は１階の日直室）
問下水道課 ☎52‒2152

下水道事業計画（案）の縦覧

　「日本の元気を地域から！」をテー
マに、全国21市をリレーするシンポ
ジウムが久慈市で開催されます。参
加は無料。ぜひご参加ください。
▶日時…２月23日㈯14時～16時30分
▶会場…やませ土風館※要申込
問中心市街地活性化推進室 ☎内線357

まちの活性化シンポジウム

　いまだに持ち主が確認できない年
金記録が約2200万件残っています。
年金記録に漏れや誤りなどの心配が
ある人はお近くの年金事務所などに
ご相談ください。詳しくは日本年金
機構ホームページをご覧ください。
▶ねんきん定期便・ねんきんネット
　専用ダイヤル…☎0570-058-555
▶ＨＰアドレス…http://www.nenkin.go.jp
問二戸年金事務所 ☎0195‒23‒4111

年 金 記 録 の 確 認 を
　昨年12月、大船渡の仮設住宅入居
者が「仮設住宅の購入」チラシと勧
誘の電話にだまされ、現金を口座に
振り込む被害が発生しました。
　怪しい勧誘と思ったら久慈警察署
へ通報してください。
　■被害を防ぐために
　　①安易に個人情報を教えない
　　②警察や家族などに相談する
問久慈警察署 ☎53‒0110

▶申込期限…２月15日㈮
　※説明会は２月20日㈬13時30分～
問アンバーホール ☎52‒2700

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市内在住で、市税の滞納がない

手作り
チョコを
作ろう！

やませ土風館でチョコ作りに参加しませんか！２月10日
㈰13時からで参加費は500円、先着25人限定です。

問久慈市観光物産協会 ☎66‒9200

２月は「相続登記は
お済みですか月間」

相談は…☎0120‒823‒815

県司法書士会は２月１日㈮から28日㈭まで相続登記の無
料電話相談を実施します。受付時間は10時～13時。ただ
し土・日・祝祭日は除きます。

休日当番医・
当番薬局変更
のお知らせ

10日㈰　㊩おのでら耳鼻咽喉科クリニック、○サンケア薬局
　　　　長内店、○サンケア薬局県立久慈病院前店
24日㈰　㊩斎藤内科、○菊屋薬局荒町店、○みどり薬局

▶日時…２月14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

薬

薬 薬

薬


