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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
7月14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
▶▶▶▶▶▶▶定期・任意とも◀◀◀◀◀◀◀

三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）・二種混合（ジ
フテリア・破傷風）・BCG・麻疹・風疹・日本脳炎・
Hib ヒブ（任意）・子宮頸癌ワクチン（任意）・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）

㈱佐幸本店
〒028‒0071久慈市小久慈町2‒2‒15
TEL 0194‒53‒3121　FAX 0194‒53‒3700

ご贈答に…久慈だから造れる
こ こ久慈ひまわり基金

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

住　宅　名 戸数 家賃（月額）
川 井 団 地 １戸 2,900円～4,300円
宇部日向地区住宅 １戸 1,700円～2,600円
萩ケ丘地区住宅 １戸 3,400円～5,100円
▶申し込み…７月13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

　７月は第 62 回〝社会を明るくする運動〟～犯罪や非行を　　　　　防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～強調月間

募集
　久慈市医師会と市では、80歳で20
本以上自分の歯を持っている方を表
彰します。
▶対象者…昭和７年10月31日以前生
　まれで20本以上の残存歯がある方
▶手続方法…かかりつけか最寄りの
　歯科医師へ申し込み
▶申し込み…７月２日㈪～10月31日
　㈬まで
問保健推進課　☎61‒3315

8020コンクールで表彰

　高校生以上を対象としたオープン
キャンパスを開催。体験航海や操船
などの学校体験ができます。
▶日時…①７月14日㈯②７月28日㈯
　③９月８日㈯10時～14時
▶会場…国立宮古海上技術短期大学
問国立宮古海上技術短期大学校

☎0193‒62‒5316

海上技術の学校体験

　東日本大震災により紛失した賞状
および記章（バッジ）を再交付しま
す。申し込みは７月31日㈫まで。詳
しくはお問い合わせください。
※交付時期は平成25年３月を予定
■消防庁長官表彰「永年勤続功労章」
「功労章」
▶記章…有料（5,000円前後）
▶賞状…授与証明書を無料交付
■岩手県知事表彰「功績章」
▶記章・賞状…無料交付
※申請者が県内で多数の場合、有料
　になる可能性があります
問消防防災課　☎52‒2173

賞状・記章の再交付

お知らせ

無料でスキルアップ

　被災した方を対象に、今後の生活
設計を踏まえた資金計画や仮設住宅
を退去後の住まいの個別相談会を開
催。詳しくはお問い合わせください。
▶日時…７月21日㈯10時～16時
▶会場…消費生活センター（市役所
　東側）
▶申し込み…７月13日㈮まで
問社会福祉課　☎52‒2119

被災者のライフプラン作成
　小学生を対象にスポーツ教室を市
民体育館で開催。ニュースポーツや
クライミングなどが体験できます。
▶期日…７月30日㈪～８月４日㈯
※７月31日㈫を除く
▶時間…９時30分～11時30分
▶定員・参加料…各回40人・無料
▶申し込み…開催日の前日まで
※定員になり次第締め切り
問市民体育館　☎61‒3353

夏 休 み ス ポ ー ツ 教 室 市営住宅空きあります

　市天然記念物のチョウセンアカシ
ジミ観察会。場所は宇部町内の生息
地です。ぜひご参加ください。
▶日時…７月14日㈯13時30分アンバ
　ーホール正面からバスで移動
▶定員…市民25人
▶申し込み…７月11日㈬まで
問社会文化課文化財室　☎52‒2700

貴重な姿観察しよう

　35歳未満の勤労者を対象に８月か
ら講座を順次開催します。

青 少 年 ホ ー ム の 講 座

　大型遊具もある広い園庭で、自由
に遊ぶことができます。使った用具
は片付けをお願いします。
▶期間…８月末までの平日９時～12時
　※８月13～16日を除く
問久慈幼稚園　☎53‒1295

久慈幼稚園の園庭解放

　用具・油代・事故などは、参加者
の責任でお願いします。
▶日時…①７月10日㈫②７月20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

久慈病院の草を刈ろう

　自分でレゴブロックを組み立て、
楽しくロボットを作りませんか。
▶日時…７月28日㈯①９時～12時
　②13時～16時
▶場所…やませ土風館
▶対象…小学校３～６年生とその保
　護者（２人１組）
▶定員…各回12組
▶参加料…300円／組
▶申し込み…７月24日㈫まで
問県ものづくり振興課019‒629‒5252

家族でロボット作ろう

　９月末までの土日祝日、ＪＲ東日
本のリゾート列車が八戸―田野畑間
を直通運転しています。ご希望の方
に乗車証明書をプレゼント。どうぞ
ご利用ください。
問三陸鉄道㈱　☎0193‒62‒8900

リゾートうみねこで三鉄の旅

　どうぞ、お気軽にご来場ください。
【学校へ行こう週間】
▶日時…７月９日㈪～13日㈮９時～
　15時※案内や説明を希望される場
　合は事前にお電話ください
【寄宿舎夏まつり】
▶日時…７月20日㈮15時10分～17時
【工芸教室】
▶日時…７月30日㈪９時30分～12時
▶内容・参加費…陶芸500円、手芸
　100円（アロマたまご芳香剤）
▶申し込み…７月20日㈮まで
問久慈拓陽支援学校・伊藤☎58‒3004

久慈拓陽支援学校の行事

▶訓練科名…ＯＡ経理科
▶訓練期間…８月21日㈫～４カ月間
▶会場…久慈職業訓練協会
▶対象…求職者13人
▶申し込み…７月27日㈮まで
問ハローワーク久慈　☎53‒3374

職 業 訓 練 の 受 講 生

　今年の夏はたくさんの仲間と一緒
に大自然を冒険しよう！
▶期間：７月30日㈪～８月３日㈮
▶会場：内間木キャンプ場ほか
▶対象：小学２年生～中学３年生
▶定員・参加費：30名・20,000円
▶申し込み：７月20日㈮まで
問交流促進課　☎52‒2168

バッタリーキャンプ2012

▶受講料…無料（自治会費1,000円
　と保険料、材料費は実費負担）
▶申し込み…７月24日㈫まで
※定員になり次第締め切り
問市勤労青少年ホーム　☎53‒2320

コース 期間 定員
ブログ・Twitter 活用 ７／31㈫～８／１㈬ 15
▶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

コース 曜日 期間 回数 定員
アロマテラピー 水 18：30～20：30 5 20
フラワーアレンジメント 木 18：30～20：30 5 20
ヨガ 金 18：30～20：00 10 30
ヒップホップダンス 火 18：30～19：30 10 30
和服着付け 月 18：30～20：30 7 20
英会話 水 18：30～20：30 ７ 20
お菓子づくり 木 18：30～20：30 7 20

市民公開健康
講演会

７月25日㈬13時30分からアンバーホールで市民公開健康
講演会を開催。講演会終了後は健康相談会も行います。

問久慈医学談話会　☎53‒6131（県立久慈病院内）


