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浄化槽の設置に補助金

★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 F O RMAT I O N

　山形福祉会では、平成24年度採
用の職員を募集中です。受験申込書
は愛山荘で交付します。

▶�共通受験資格…高校卒業以上で、
普通自動車免許を有する人
▶�試験日…10月23日㈰
▶�申し込み…10月10日㈪まで
問山形福祉会愛山荘　☎72－2300

　補装具（整形外科）の交付・修理の
要否判定のほか、補装具が体に合わ
ない場合は適合判定が受けられます。
▶�日時…10月28日㈮10時30分～12
時　※受け付けは11時まで
▶�会場…元気の泉
▶�申し込み…10月19日㈬まで
問社会福祉課　☎52－2119

▶�申し込み…10月14日㈮まで
問建築住宅課　☎52－2120
問山形総合支所産業建設課　☎72－2129

▶�時間…９時～16時
▶�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

　用具・油代・事故などは参加者の
責任でお願いします。
▶�日時…10月20日㈭６時～７時　
※�他の日時を希望する人は事前に
ご連絡ください

問大沢貞義さん　☎090－5844－4132

　市は、10月１日からＮＴＴドコモ
の緊急速報「エリアメール」の配信
をスタート。登録不要で受信料無料。
災害や避難などの情報が発令された
際に、久慈市内にいるドコモの携帯
電話（一部非対応機種あり）を持つ
全ての人が緊急情報を受信できます。
　エリアメールの詳しい内容は、ド
コモのホームページをご覧ください。
問消防防災課　☎52－2173

　九戸地方日本短角種子牛共進会を
開催。牛の順位を予想するコンテス
トや短角牛肉の販売も行います。
▶�日時…10月23日㈰９時30分～
▶�会場…中町イベント広場（県立久
慈病院跡地）

問山形総合支所産業建設課　☎72－2129

　県立美術館の出前教室！小学生以
下の子どもと保護者、地域の皆さん
を対象に体験教室を開催します。積
み木やビーズで建物を作り、未来の
まちの姿を描きましょう！
▶�日時・会場…10月16日㈰①10時
～12時・侍浜公民館②13時30分
～15時30分・中央公民館

問県立美術館　☎019－658－1711

　市は、消防団活動に積極的に協力
している事業所などを認定し、消防
団協力事業所表示証を交付していま
す。８月に次の２事業所を認定し、
合わせて10事業所になりました。
①南建設㈱　②北星鉱業㈱
問消防防災課　☎52－2173

　( 社 ) 岩手県緑化推進委員会久慈
支部では「緑の募金」を受け付けて
います。この募金は地域の緑化活動
や森林整備などに活用されます。皆
さんのご協力をお願いします。
▶�受付先…①林業水産課②山形総合
支所③各支所（宇部、侍浜、山根）

問林業水産課　☎52－2122

　10月１日は浄化槽の日。市は浄
化槽の設置に対して補助金を交付し
ています。補助金の予算には限りが
ありますので、設置をお考えの人は
お早めにご相談ください。

▶�対象区域…公共下水道事業認可区
域と集落排水事業実施区域以外
問下水道課　☎52－2152

　10月11日㈫－17日㈪は違反建築
防止週間。13日㈭には、建築物が法
に適合しているかどうかを調査する
ためパトロールも実施します。
建築相談も受け付け
　週間中は、振興局土木部に建築相談所を
開設。気軽にご相談ください。
問振興局土木部　☎53－4990

　今年の千秋楽、平庭闘牛大会もみ
じ場所を開催。取り組み終了後は豪
華景品が当たる抽選会も開催します。
▶�日時…10月16日㈰11時～
▶�会場…平庭高原闘牛場
▶�前売り券…800円（当日1,000円）
　※小学生以下は無料です
�

問山形総合支所産業建設課　☎72－2129

　助成金など労働保険の各種制度を
説明。希望者は、ハローワークにあ
る申込書にて申し込みください。
▶�日時…10月27日㈭13時15分～
▶�会場…アンバーホール
問岩手県労働保険事務組合連合会　☎019－654－4647

　社会保険などの被扶養者で、市町
村の健診日程で特定健診を受けられ
ると通知のあった人も下記日程で受
けられます。受診する際は、受診券
と保険証を忘れずに持参ください。

▶�受付時間…７時～８時30分
▶�がん検診が無料になる人…①70
歳以上②住民税非課税世帯③生活
保護世帯④り災証明を持参した人
⑤離職票を持参した人

問保健推進課　☎61－3315

※他地区の日程でも受けられます
問保健推進課　☎61－3315

山形福祉会の職員募集

募集

身体障がい者の相談

平庭闘牛大会ぜひ観覧を

短角牛の共進会を開催

親子でアート楽しもう！

消防団協力事業所を認定

ポリオの予防接種を実施

労働保険の事業主説明会

山形でがん検診と住民健診

緑の募金にご協力を

市営住宅空きあります

無料でスキルアップ

久慈病院の草刈ろう

ドコモ携帯に緊急情報配信

♦おくやみ申し上げます （　）内は年齢

◇一般塗装工事◇◇一般塗装工事◇
◎屋根塗装工事
◎外壁塗装工事
◎各種看板工事

久慈市中の橋１丁目９番地
TEL・FAX 53－2667

２０１１.１０.１号� 2627� 広報くじ№１34

●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

お知らせ

住宅名 戸数 　家　賃（月額）
宇部日向地区住宅 ２戸 1,700 円〜 2,600 円

コ ー ス 期　間 定員
ワード 2007 初級 11／1㈫・�2 ㈬ 15
ワード 2007 中級 11／8㈫・9㈬ 15

募 集 職 種 必要資格
看護師１人 看護師
介護支援専門員１人 介護支援専門員

違反建築をパトロール

区分・延べ床などの住宅規模 補助金額
�５人槽・130㎡（約 40坪）以下 41万円
�7 人槽・130㎡（約 40坪）超 51万４千円
10人槽・台所と浴室が２カ所以上 68万６千円

建築相談も受け付け
　週間中は、振興局土木部に建築相
談所を開設。気軽にご相談ください。

被災者無料。民泊招待も
　事前に申し込むと、被災者は無料で観
覧できます。また15日は、被災した３
家族を柿乃花牧場の体験民泊にご招待。
希望者はお早めにご連絡ください。

期���日 ���会���場（Ｃはセンターの略）
10／13 ㈭ つなぎ地区消防コミュニティＣ

14㈮ 霜畑地区コミュニティＣ
18㈫ 小国地区多目的集会場
19㈬ 戸呂町地区集落Ｃ
20㈭ 山形老人福祉Ｃ
21㈮ 荷軽部地区集落Ｃ

期日 受付時間 会場 対象地区
10／４㈫ 13：00〜14：00 元気の泉 河北・山根

５㈬ 15：00〜15：30 山形老人福
祉センター 山形

７㈮ 13：00〜14：00 元気の泉 河南・湊・宇部
11㈫ 13：00〜14：00 元気の泉 長内・大川目

14㈮ 13：00〜14：00 元気の泉 夏井・侍浜・
小久慈

久慈医師会から
10／ 1開業医
のお知らせ

■病院名…関上こどもクリニック（☎ 75 － 3722）
■診療科…小児科、アレルギー科、内科
■休診日…水曜日、祝日（土日は午前のみ診療）

＋ オータム
ジャンボ宝くじ
発売中！

賞金は１等前後賞合わせて２億5千万円！　発売
期間は 10 月 14 日 ( 金 ) までです。この宝くじの
収益金は市町村のまちづくりに役立てられます。

宝
くじ


