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関上こども
クリニック

久慈市長内町24-98-2
☎0194－75－3722

小児科・アレルギー科・内科診療案内

休診日：水曜・祝日
３月30日㈯は臨時
休診日です（　　　　） ※日曜も

診療して
います。 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
▶▶▶A型肝炎・四種混合以外は予約不要です◀◀◀
三種混合・四種混合・二種混合（ジフテリア・破傷風）・
BCG・麻疹・風疹・日本脳炎・Hib ヒブ・子宮頸
癌ワクチン・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

不二家
久慈長内店

久慈市役所

長内小 ロイヤルパーク
カワサキ様

久慈
ショッピング
センター様

宮脇
書店様

アンバー
ホール

久慈市長内町32-1-1

☎0194-53-2283

不二家久慈長内店

ケーキはやっぱり不二家だね !ケーキはやっぱり不二家だね !
誕生日ケーキ承り中
お電話お待ちしております
誕生日ケーキ承り中
お電話お待ちしております
誕生日ケーキ承り中
お電話お待ちしております

フ ジ ヤ サン

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

★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

　野菜ソムリエの小原薫さんを講師
に食のコミュニケーションセミナー
を開催。楽しいトークと食体験で食
育を学んでみませんか。
▶日時…３月10日㈰10時30分～12時
　30分
▶会場…やませ土風館多目的ホール
▶内容…①講演「よく食べる、よく
　生きる」②食体験「地元食材おも
　てなし簡単レシピいいね10品」
▶定員…先着30人
▶参加費…300円
問久慈地域雇用創造協議会 ☎75‒3032

元気になる！食育セミナー

　麻しんなどの予防接種は無料期間
を過ぎると有料になります。まだ受
けていない人は３月31日までに接種
を済ませましょう。
■麻しん風しん混合予防接種
▶対象…４月に小学校に入学する幼
　児や中学１年生と高校３年生に相
　当する年齢の方で、昨年４月以降
　に予防接種を受けていない人
■子宮頸がん予防ワクチン
▶対象…中学１年生の女子の希望者
　で１回目の予防接種を受けていな
　い人
問保険推進課 ☎61‒3315

予防接種は忘れずに！

　３月７日㈭正午から、気象庁が発
表する津波警報の運用が変わります。

　

　

問盛岡地方気象台 ☎019‒622‒7870

津波警報が変わります

　３月１日㈮から７日㈭までの間、
春の全国火災予防運動を実施。期間
中は住宅や事業所などへの防火指導
を行いますので協力をお願いします。
■住宅での防火対策

命と財産を守る防火対策を

　東日本大震災の被災者を対象に暮
らしや住宅再建の相談会を開催。弁
護士や司法書士、建築協会、市担当
が対応します。ぜひご利用ください。
▶日時…３月31日㈰10時～16時
▶会場…消費生活センター（市役所
　東側）
問県消費者団体連絡協議会☎019‒684‒2225

被災者ワンストップ相談会

　八戸・久慈自動車道整備促進住民
大会を開催。特別講演や意見発表を
行います。みんなで参加して整備に
向けた地域の思いを届けましょう。
▶日時…３月16日㈯13時～15時
▶会場…アンバーホール
問久慈商工会議所 ☎52‒1000

促進！八戸・久慈自動車道

お知らせ

　日常の買い物などで、食品販売店
の食品表示の状況をモニターする表
示ウォッチャーを募集中。任期は平
成26年３月31日㈪までです。
▶応募資格・人数…本年４月１日現
　在で18歳以上の県内在住者・100人
▶申込期限…３月29日㈮
問県民くらしの安全課☎019‒629‒5322

食品の表示ウォッチャー

　アンバーホールでは平成25年度に
行う自主事業のボランティアスタッ
フを募集中。申し込みをお待ちして
います。
▶内容…入場券のもぎりやプログラ
　ム配布、会場案内など
▶対象…高校生以上の市民（市内に
　通勤・通学する人含む）
▶申込期限…３月22日㈮
問アンバーホール ☎52‒2700

文化会館のボランティア

▶日時…３月23日㈯10時～15時
▶会場…やませ土風館多目的ホール

子ども服バザーを開催

募集
▶受験資格…①昭和58年４月２日～
　平成４年４月１日生まれ②平成４
　年４月２日以降生まれの大学卒業
　者（平成26年３月までの卒業見込
　み含む）か、大学卒業同等の資格
　があると認められる人
▶申込期間…４月１日㈪～11日㈭
　※原則、人事院のインターネット申込
　専用アドレスから申込み。資料の請求
　は久慈税務署まで
問仙台国税局 ☎022‒263‒1111（内線3236）

国税専門官（大学卒業程度）

　捨てるにはもったいない、誰か
に使ってもらいたい子ども服を募
集します。
　３月１日から、やませ土風館風
の館に回収箱を設置しますのでご
協力をお願いします。
問久慈市観光物産協会 ☎66‒9200

子ども服を回収します！

問久慈消防署 ☎53‒0119
問久慈消防署山形分署 ☎72‒3119

　①火の後始末は確実に！
　②住宅用火災警報器の設置を！
　③ご近所の協力体制をつくろう！

　マグニチュード８を超える巨大地震が
発生した場合の津波警報は、津波の高さ
を数値ではなく「巨大」や「高い」とい
う言葉で発表します。
「巨大」を使った大津波警報が発表され
た時は、東日本大震災クラスの津波が想
定されますので、ただちに高台などの安
全な場所に避難しましょう。

　津波警報の発表後、沖合や沿岸の観測
点で観測された津波の高さを「観測中」
と発表する場合があります。高い津波が
来ると考えて、警戒を続けましょう。

数値での発表
（発表基準）

巨大地震の
場合の表現

大 津 波
警 報

10㍍超
10㍍
５㍍

巨大

津波警報 ３㍍ 高い
津 波
注 意 報 １㍍ （表記しない）

市職員の
採用試験
採用予定人数・受験資格 
　建　築　　１人程度

　一級建築士または二級建築士の免
許を持つ昭和41年４月２日以降に生
まれた方

　応募した方に後日お知らせします

　作文試験、面接試験、身体検査

　申込用紙は総務課で配布します。
郵便で請求する場合は、封筒の表に
「職員採用試験申込書請求」と朱書
きし、あて先と郵便番号を明記して
120円切手を貼った返信用封筒（Ａ
４判）を同封してください。

　３月15日㈮。郵送の場合は同日の
消印有効です。

　問総務課　☎52‒2112
　〒028‒8030　久慈市川崎町1‒1

試験日時・会場

試験内容

申込方法

申込期限

広報２／1号
おわびと訂正

広報２月１日号７㌻左上、菅野弘代表のコメントの表題「温かさ
は不安」は正しくは「温かさは不変」です。おわびして訂正します。

広報２／15号
おわびと訂正

広報２月15日号4㌻、｢３月の休日当番医・当番薬局｣ の記事内に誤
りがありました。正しくは次のとおりです。おわびして訂正します。
10日㈰　しろと内科循環器科クリニック、17日㈰　ちだ医院　

　

コミュニティ助成

川貫保育園に
鼓隊セットを交付

　平成25年２月７日、久慈地区幼少
年婦人防火委員会（久慈正俊会長）
は㈶自治総合センターが実施する宝
くじの助成制度を活用し、鼓隊セッ
ト一式を川貫保育園幼年消防クラブ
に交付。今後、同保育園は鼓隊セッ
トで地域の防火・防災活動の普及啓
発を行っていきます。

■巨大地震の津波は言葉で発表

■予想される津波の高さの表現

■津波の観測について


