
●広告掲載に関する問い合わせは
㈱レーベル ' ホールディングス（☎ 52‒0041）まで

♥ご結婚おめでとう （　）内は旧姓

６／１６〜７／１５届け出分（敬称略）

★お誕生おめでとう （　）内は保護者名

♦お悔やみ申し上げます （　）内は年齢

２０１3.8.１号� 2223� 広報くじ№１78

　68年前の昭和20年、広島と長崎
に原爆が投下された時間と、終戦記
念日の次の日時に、戦没者と原爆死
没者の冥福と世界恒久平和を祈り、
１分間の黙とうをささげましょう。
▶日時…①８月６日㈫８時15分
　②９日㈮11時２分③15日㈭正午
問 社会福祉課　☎52―2119

　津波被害を受けた久慈港公園緑地
が復旧し、テニスコートなどの施設
が利用できるようになりました。利
用料は無料。事前に申し込みが必要
です。どうぞご利用ください。
▶�施設名…①みなと中央緑地（テニ
スコート、野球場）②半崎緑地（テ
ニスコート）
▶申込先…市柔剣道場
問 久慈市体育協会　☎52―2869

　岩手県司法書士会では８月の１カ
月間、名義変更や遺産分割など相続
に関する電話無料相談を実施します。
▶相談ダイヤル…☎0120-823-815
▶�受付時間…10時～13時　※土日、
13日～16日を除く

問岩手県司法書士会事務局☎019―622―3372

▶科名…ＯＡ実務科
▶�内容…パソコンを使用した事務処
理全般の基本的な技能を習得
▶期間…９月20日㈮～12月19日㈭
▶会場…久慈職業訓練協会
▶定員…求職者・20人
▶申込期限…８月23日㈮
問 ハローワーク久慈　☎53―3374

▶日時…９月６日㈮
▶会場…市防災センター
▶申込期限…８月19日㈪
※申込書は消防本部と各分署で配布
問 久慈広域連合消防本部 ☎53―0119

　みんなで病院の周辺をきれいにし
ませんか。用具や油代、事故などは参
加者の負担と責任でお願いします。
▶日時…８月10日㈯６時～７時
　※�他の日時を希望する方は事前に

ご連絡ください
問 大沢貞義さん ☎090―5844―4132

　平成24年度全日本剣道権選手権
大会の覇者、木和田大起氏を講師
に、剣道の練成会を行います。参加
料は無料。申込方法など詳しくはお
問い合わせください。
▶期日…８月24日㈯
▶会場…市民体育館
▶�対象…①小・中学生150人②高校
生以上150人

▶申込期限…８月９日㈮（先着順）
問  社会体育課　☎52―2156

　トリム、レディース、小学生の部
門別に試合を行います。参加資格な
ど、詳しくはお問い合わせください。
▶日時…８月25日㈰９時～
▶場所…市民体育館
▶�チーム編成…監督１（兼任可）、選
手４、交代選手２　計７人以内
▶申込期限…８月12日㈪
問 社会体育課　☎52―2156

▶会場…久慈職業能力開発センター
▶申し込み…２週間前まで
問 久慈職業能力開発センター☎53―6261

　身体障がい者を対象とした県職員
（一般事務）を５人募集します。
▶�受験資格…身体障害者手帳の交付
を受けている昭和56年４月２日
～平成８年４月１日生まれの人
▶１次試験…９月22日㈰・県立大学
▶申込期限…８月23日㈮
問 県人事委員会　☎019―629―6241

　応募方法など、詳しくはお問い合
わせください。

問 自衛隊久慈連絡所　☎53―5419

　申込書の交付など、詳しくはお問
い合わせください。

▶試験日…９月22日㈰
▶申込期限…８月15日㈭
問 久慈広域連合総務企画課☎61―3344

　国際ソロプチミスト久慈（山王アイ子会長）
から児童図書 22 冊、岩手県建築士会久慈支
部（生平浩一支部長）から建築関係の図書 29
冊が市に贈られました。
　市立図書館では特設コーナーを設けて貸し
出し中。充実の図書をどうぞご利用ください。

★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
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このページでは、くらしに役
立つ情報をお知らせします。

情報

お知らせ

募　集

皆で平和の黙とうを

久慈港公園緑地ご利用を

相続登記の電話無料相談

職 業 訓 練 の 受 講 生

久慈病院の草を刈ろう

市民ソフトバレー大会

危険物取扱者の保安講習

各種自衛官を募集！

募集種目 応募資格 受付期間
航空学生

（海上・航空）
高卒 ( 見込含 )

21 歳未満 8/1 ㈭〜

9/6 ㈮一般曹候補生 18 歳以上
27 歳未満自衛官候補生

剣道日本一の講師に習おう

無料でスキルアップ

広域連合職員の採用試験
県職員の試験（身障者）

　市民おらほーる劇場では役者・スタッフ・
サポーターを募集中。対象は小学３年生以
上で経験不問です。申込期限は８月 15 日㈭。

劇団員を募集中！

コース 期間 定員
デジカメ写真活用基礎 9/3 ㈫〜 4 ㈬ 15
デジカメ写真活用応用 9/10 ㈫〜 11 ㈬ 15

職種など 受験資格

事務職
１人程度

昭和 58 年４月２日から平成
８年４月１日までに生まれ
た人

消防職
３人程度

昭和 62 年４月２日から平成
８年４月１日までに生まれ
た人（ほか身体条件あり）

一般事務Ａ　６人程度
　短期大学（高等専門学校含む）または
大学の卒業者（翌年３月卒業見込み含む）
で、昭和 53 年４月２日から平成６年４
月１日までに生まれた人

一般事務Ｂ　３人程度
　中学校または高校（各種専門学校含む）
の卒業者（翌年３月卒業見込み含む）で、
昭和 57 年４月２日から平成８年４月１
日までに生まれた人　※一般事務Ａの受
験資格者を除く

　土　木　　２人程度
　昭和 53 年４月２日から平成８年４月
１日までに生まれた人

　保育士　　３人程度
　保育士の資格を持つ昭和 53 年４月２日
以降に生まれた人

　看護師　　１人程度
　看護師の免許を持つ昭和 53 年４月２日
以降に生まれた人

市職員の採用試験
■採用予定人数・受験資格

各種団体から充実図書 51冊

問 教育振興室
　☎ 72-3711

■試験日時・会場
▶ １次試験…９月 22 日㈰９時〜９

時 30 分まで受付・ 久慈市役所　
※２次試験は１次試験合格者に通知
■試験内容
▶�１次試験…教養試験、作文試験、

職場適応性検査　※土木、保育士、
看護師は専門試験あり
▶２次試験…人物試験、身体検査
■申込方法
　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。
■申込期限
　８月 16 日㈮ 17 時 15 分
　※郵送の場合は同日の消印有効

  問 総務課　☎ 52―2112
〒 028-8030  久慈市川崎町１－１

８月は「電気使用安全月間」です
～感電などの電気事故に気をつけましょう～

　夏は食中毒が多発する時期です。せっけんでの手洗い
や調理器具の消毒、食材の十分な加熱などに注意して、
家庭での食中毒を防ぎましょう。

問 県食品衛生協会久慈支会　☎ 52-8922

家庭の食中毒
にご注意を！


