
３　広報くじ№169

★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

お知らせ
　作家で久慈市出身の平谷美

よし

樹
き

さん
を講師に、義経北行の謎に迫る講演
会を開催。久慈がモデルの映画「黄
色いライスカレー」も上映します。
▶日時…３月27日㈬18時～
▶会場…アンバーホール　小ホール
▶入場料…無料（整理券が必要）
問久慈ステーションホテル☎53‒5281

義経北行の謎に迫る

◇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…４／８㈪13時30分～16時◇
会場…第３会議室（手前）◇相談員
…人権擁護委員（日當光男委員）◇
連絡先…生活環境課☎54‒8003
―行政相談―
◇日時…４／16㈫13時30分～16時◇
会場…第３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…４／17㈬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…①４／10㈬②24㈬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
①４／３㈬10：30～15：30 齊藤　拓弁護士

②４／11㈭10：30～15：30 山口研介弁護士

③４／18㈭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…４／25㈭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

　県民の森では自然とふれあうイベ
ントを実施しています。４月は写真
展を開催。入場は無料です。

県民の森で岩手山写真展

　県内に就職を希望する人のための
就職面接会を岩手産業文化センター
アピオ（滝沢村）で開催。人材を求
める岩手の企業が参加します。予約、
履歴書は不要です。
▶日時…４月20日㈯13時～16時30分
▶対象…平成26年３月卒業予定の学
　生、既卒者、一般求職者
▶内容…①参加企業との面談②県内
　の雇用や地域関連情報提供③各種
　就職相談など
問ふるさといわて定住財団☎019‒653‒8976

い わ て 就 職 面 接 会

「看護」を体験してみませんか

募集

　岩手労働局では、解雇や賃下げ、
パワハラなど、職場のトラブルを抱
える人のために、無料の相談窓口を
開設中。気軽にご利用ください。
▶相談ダイヤル…0120-980-783
▶相談時間…平日９時～17時
問岩手労働局企画室　☎019‒604‒3002

職場のトラブル相談

▶日時…４月１日㈪10時～15時
▶会場…アンバーホール第３会議室
▶内容…①土地の分筆・合筆・地目
　変更の登記②建物の登記③土地・
　建物の調査測量④境界問題
問県土地家屋調査士会二戸久慈支部☎59‒3400

土地家屋の無料相談会

　看護の心、ケアの心、助け合う
心を育むきっかけになるようにと、
1990年にナイチンゲール生誕の日に
当たる５月12日が「看護の日」に制
定されました。
　また、看護の日を含めた1週間は
看護週間。「看護の心をみんなの心

に」をテーマに、全国でさまざまな
イベントが開催されます。
　久慈病院でも、例年７月に行って
いた「ふれあい看護体験」を看護週
間にあわせて、今年は５月に開催予
定です。多数の参加をお待ちしてお
ります。

▶日時…３月21日㈭15時30分～
▶会場…市役所２階特別会議室
※会議は傍聴することができます。
　日程は変更する場合があります
問総務学事課　☎52‒2154

教育委員会議の予定

　県では、身体障害者に補助犬（盲
導犬、聴導犬、介助犬）を育成・給
付する事業を無償で行っています。
申請方法など詳しくはお問い合わせ
ください。
▶対象者…県内に在住する在宅の満
　18歳以上の重度の視覚障害者、肢
　体不自由者、聴覚障害者
▶申込期限…３月25日㈪
問社会福祉課　☎52‒2119

身障者補助犬を給付

　総務省では、「統計の日」（10月18
日）を周知する標語を募集していま
す。入選作品は表彰するほか、ポス
ターや各種広報などに活用。詳しく
は総務省統計局ＨＰをご覧ください。
▶申込期限…３月31日㈰
問総務省統計局　☎03‒5273‒1144

「統計の日」標語を募集

　申込方法や受験資格など、詳しく
は人事院ＨＰをご覧になるか、お問
い合わせください。

国家公務員採用試験

　
INFORMATION

４月アンバーホール
 ・おらほーる

イベント
開催予定

　市は２月12日と14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0.07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
２月測定 １月測定

１㍍ 0.048 0.047
50㌢ 0.048 0.049
５㌢ 0.055 0.056

※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

　内閣府では、「国際青年育成交流」
や「日本・韓国青年親善交流事業」
など、平成25年度の国際交流事業に
参加する青年を募集しています。
　資料の請求や応募方法など、詳し
くはお問い合わせください。
▶申込期限…３月25日㈪
問県青少年・男女共同参画課☎019‒629‒5346

青年国際交流の参加団員

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
新入社員研修 ４／９㈫～10㈬ 15
ビジネスマナー ４／16㈫～17㈬ 15
ビジネス文書作成Ⅰ ４／23㈫～24㈬ 15

問森林ふれあい学習館
☎0195‒78‒2092

展示内容 期間・時間
岩鷲山の四季

～岩手山の写真展～
４／１㈪～29㈪
９時～16時

※インターネットで申し込み。郵送
　などの場合は問い合わせください
問人事院東北事務局☎022‒221‒2022

区分 受付期間 １次試験
総合職試験
（院卒・大卒程度） ４／１㈪～８㈪ ４／28㈰

一般職試験
（大卒程度） ４／９㈫～18㈭ ６／16㈰

一般職試験
（高卒者）

６／24㈪～　　
　　　７／３㈬ ９／８㈰

法務省
専門職員 ４／１㈪～11㈭ ６／９㈰

　３月１日号の記事内に誤りが
ありました。正しくは次のとお
りです。訂正しておわびします。
○20㌻　市職員の給与
　職員給与の状況（表内）
　　給料　12億8,614万4千円
　　計Ｂ　19億5,650万6千円
○22㌻　おめでた・おくやみ
　◇お誕生おめでとう
　［長内・小久慈地区］豊川まな花

か

広報３／１号
おわびと訂正

　

　３月８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

21（日）
12：00

歌の会なかま
チャリティーショー 有

28（日）
13：00

久慈高校演劇部
平成25年春季独立公演 無

問アンバーホール ☎52‒2700

　くにさか町内会（水堀昭雄会
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、公民館を整備しました。
　今後、同町内会では公民館を
地区行事に活用し、住民の交流
促進や郷土文化の伝承などに取
り組みます。
　宝くじの収入は、地域の活動
にも役立てられています。

完成した、くにさか公民館

くにさか町内会で
公民館を整備

コミュニティ助成

2013.３.15号　２

　

▶ 応募資格…平成25年４月１日現
在、満18歳以上で市内に在住し、
撮影用カメラを持っている人。

　※ 高校生は除きます
▶ 募集人数…５人。原則、次の地
区ごとに１人を選出します

　①久慈・大川目②長内・宇部
　③夏井・侍浜④小久慈・山根
　⑤山形

広報リポーター
募集中！

ター

写真を撮って、
記事を書いて、広報に
掲載してみませんか？

　イベントや地域の行事などを取材
する広報リポーターを募集します。
　リポーターが取材・編集した記事は
毎月１回、広報くじに掲載します。

▶ 活動期間…平成26年３月31日まで
▶ 事務経費…年額１万2,000円を支
給します

▶ 応募方法…４月10日㈬までに、
申込書を市役所２階まちづくり
振興課に提出してください

　※ 申込書は同課で配布するほか、
市ＨＰにも掲載しています
問まちづくり振興課☎52‒2116 


