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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

　市は、経済的理由により就学が困
難な小・中学生の保護者を対象に、
学用品や修学旅行、学校給食などの
費用を援助しています。援助を受け
るには、世帯の収入が一定の基準未
満などの要件があります。
　平成25年度の申請を希望する人は
各学校へ申し出てください。（すで
に援助を受けている人も申請が必要
です）

就学援助の申請受付中

お知らせ
　縦覧場所は市選挙管理委員会事務
局（市役所１階・第３会議室）。縦
覧時間は８時30分～17時です。
■永久選挙人名簿
▶内容…３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
▶期間…３月３日㈰～７日㈭
■農業委員会委員選挙人名簿
▶内容…農業経営者、農業従事者な
　どで一定の要件を満たす人を、本
　年１月１日現在で調製したもの
▶期間…２月23日㈯～３月９日㈯
問選挙管理委員会事務局 ☎内線472

選 挙 人 名 簿 の 縦 覧

◇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
―人権相談―
◇日時…３／15㈮13時30分～16時◇
会場…第３会議室（手前）◇相談員
…人権擁護委員（髙屋敷眞喜子委員）
◇連絡先…生活環境課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…３／６㈬13時30分～16時◇
会場…第３会議室（手前）◇相談員
…行政相談委員（落合初次郎委員、
黒沼正雄委員）◇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…①３／12㈫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
―年金相談・予約制―
◇日時…①３／13㈬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

日    時 相談員
①３／８㈮10：30～15：30 山口研介弁護士

②３／13㈬10：30～15：30 工藤光機弁護士

③３／27㈬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…３／21㈭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

　自宅での学習と月２～３回のス
クーリングで高校を卒業できます。
特定科目のみでも受講できます。
▶願書受付期間…３月５日㈫～29日㈮
問杜陵高校通信制宮古分室 ☎0193‒63‒7428

通信制高校宮古分室の生徒

　震災の困りごとや登記、相続、近
隣問題など、日ごろの悩みや疑問に
お答えします。相談は無料。秘密は
厳守します。
▶日時…３月９日㈯10時～15時
▶会場…二戸合同庁舎３階
▶相談員…法務局職員、人権擁護委
　員、司法書士、土地家屋調査士
問盛岡地方法務局二戸支局 ☎0195-25-4811

法務局なんでも相談所
　３月１日～７日は建築物防災週間
です。防災対策が特に必要な建築物
を中心に調査を実施し、安全管理の
状況などの確認や指導を行います。
期間中は、振興局土木部で地震や火
災など建築物の防災相談を受け付け
ます。気軽にご相談ください。
問振興局土木部 ☎53‒4990

３／１～建築物防災週間

市民公開健康講演会を開催！

募集

　バイクや軽自動車などを廃車また
は譲渡した場合は15日以内に届け出
が必要です。毎年４月１日現在の所
有者に軽自動車税が課税されますの
で、届け出が済んでいない人は早め
に手続きをお願いします。
　また、車両とナンバーの所在が不
明の場合は税務課にご相談ください。
問税務課 ☎52‒2114

軽自動車税 早めの手続きを

　県高齢者総合支援センターでは、
高齢者の相談窓口「シルバー110番」
を開設中。法律や医療、認知症など
の相談に専門家が応じます。
▶開設時間…平日９時～17時
▶相談ダイヤル…☎0120‒848‒584
問県高齢者総合支援センター ☎019-625-7490

高齢者のなんでも相談

　就業に悩んでいる15歳から40歳未
満の人と保護者を対象に、出前相談
会を開催。職場体験・セミナーの紹
介も行います。
▶日時…３月６日㈬10時30分～16時
　30分
▶会場…アンバーホール
▶定員…10組※事前予約が必要
問もりおか・いわて若者サポートステーション

☎019‒625‒8460

若 者 の 就 業 相 談 会　毎年、自動車の検査や登録手続き
（車検、名義・住所変更、廃車など）
が３月に集中し、窓口や車検場が大
変込み合います。手続きはできるだ
け２月中に済ませましょう。
▶窓口の受付時間…平日８時45分～
　12時・13時～16時
問自動車の登録・検査について…岩
　手運輸支局 ☎050‒5540‒2010
問軽自動車について…軽自動車検査
　協会岩手事務所 ☎019‒639‒8011

車の登録・検査は２月中

　健康に役立つ情報満載の市民公開
健康講演会を開催。講演終了後は健
康相談も実施します。
　皆さんのご来場をお待ちしており
ます。
▶日時…２月27日㈬13時30分～
▶会場…アンバーホール

▶講演と講師
①「高齢者のための口腔ケア」うじょ
うクリニック・夘城敏隆院長
②「自宅でできるスキンケア・乳が
んセルフチェック」久慈病院看護師
③「ノロウィルス・インフルエンザ   
日常からできること」久慈病院看護師

　海洋と森林の環境保全などの取り
組みを紹介します。参加費・申し込
みは不要。気軽にご参加ください。
▶日時…３月４日㈪13時30分～15時
　30分
▶会場…久慈地区合同庁舎
問振興局保健福祉環境部 ☎53‒4987

海洋と森林の環境講演会

　市税滞納処分の一環として差し押
さえた財産の公売を行います。
▶日時…２月21日㈭13時15分～（受
　付10時～13時15分）
▶会場…市役所３階・大会議室
▶公売物品…軽自動車、高圧洗浄機、
　チェーンソー、刈払機、パソコン、
　コミックなど　計65点（予定）
※詳しくは市ＨＰまたは収納対策課
　窓口でご確認ください
問収納対策課 ☎52‒2368

差押財産の公売を実施

　３月１日㈮～20日㈬に市街地を除
く市内全域で有害鳥獣駆除を実施し
ます。カラスや野犬、野猫などの被
害がある場合は２月28日㈭までにご
相談ください。

カラスや野犬などの駆除

◇本会議…２／22㈮◇一般質問…３
／５㈫・６㈬◇常任委員会…３／８
㈮◇予算特別委員会…３／12㈫～14
㈭◇本会議…３／18㈪
問議会事務局 ☎52‒2188

市議会３月定例会の予定
問生活環境課 ☎54‒8003

※県条例でイヌの放し飼いは禁止され
ています。また、ネコは室内飼育に努
めることになっています。野犬、野猫
と間違えて捕獲する恐れもありますの
で、放し飼いはしないでください。

※申請は随時受け付け。認定された場合、
　援助は申請月から対象になります。
問総務学事課 ☎52‒2154

　
INFORMATION

３月アンバーホール
 ・おらほーる

イベント
開催予定

　

　２月５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

３（日）
14：00

ベートーヴェンの生涯と交
響曲～久慈・ベートーヴェ
ン交響曲連戦演奏会～

有

13（水）
18：30

演劇公演
「明日へのチカラ2013」 無

問アンバーホール ☎52‒2700

久慈市社会福祉協議会
職員募集

　市は１月16日と17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0.03マイクロシー
ベルトで、最大でも0.06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
１月測定 12月測定

１㍍ 0.047 0.057
50㌢ 0.049 0.057
５㌢ 0.056 0.062

※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

2013.２.15号　２

　東北各県の「ふるさとＣＭ」最
優秀作品を紹介する番組が岩手朝
日テレビで放送。久慈市の様子や
ＣＭ制作の舞台裏も紹介されます。
ぜひご覧ください。

２/23㈯午後４時～

東北ふるさと
CMフェスティバル2013

もぐらんぴあ・
まちなか水族館
春の特別企画展

２月19日㈫から３月10日㈰まで水槽の中の仲
間で「ふな祭り展」を開催！
問もぐらんぴあ・まちなか水族館 ☎53‒9600

第
一
弾

▶募集職種…一般事務職１人
▶受験資格…次のすべてに該当。
①社会福祉士の有資格者※②普
通自動車運転免許所有者（ＡＴ
限定不可）③大学卒業者※（短
期大学を除く）④昭和57年４月
２日以降生まれ
※３月取得（卒業）見込みを含む
▶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…３月１日㈮※必着
▶試験日時…３月10日㈰10時開始
▶ 試験会場…久慈市総合福祉センター
（福祉の村内）
問久慈市社会福祉協議会 ☎53‒3380
　〒028‒0014　久慈市旭町7‒127‒3


