
♥おめでとう （　）内は旧姓

１／１６〜２／１５届け出分（敬称略）

♢誕生おめでとう （　）内は保護者名
　１１９番通報を受け付け、的確に
対応するための高機能消防指令セン
ターが完成します。３月の運用開始
に伴い、一般公開を行います。事前
に申し込みください。

▶�場所…久慈広域連合消防本部（防
災センター内）

問久慈広域連合消防本部　☎53-0119

　アンバーホールでは平成24年度
に行う自主事業のホールボランティ
アを募集中。内容は入場券のもぎり
やプログラム配布、会場案内などで
す。申し込みお待ちしております。
▶�対象…高校生以上の市民（市内に
通勤・通学する人を含む）

▶�申し込み…３月16日㈮まで
※３月下旬の自主事業で研修を予定
問アンバーホール　☎52-2700

※�萩ヶ丘地区住宅①には説明事項があり
ます。詳しくは問い合わせください
▶�申し込み…３月15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

　いざというときのため、知ってお
きたい救命方法。ぜひ受講ください。
▶�内容…普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生
法、止血方法、ＡＥＤの操作）

▶�日時…３月４日㈰　13時30分～
▶�会場…防災センター
▶�対象…中学生以上30人（当日は
印鑑をお持ちください）

▶�申し込み…３月２日㈮まで
問久慈消防署　☎53-0119

　内閣府では、「国際青年育成交
流」、「日本・中国青年親善交流」、「世
界青年の船」、など、平成24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。
▶�募集期間…３月23日㈮まで
問県青少年・男女共同参画課　☎019-629-5346

　幹部候補生は、約１年の教育終了
後、幹部自衛官として勤務します。

▶�受付期間…４月27日㈮まで
▶�試験日…５月12日㈯　※受験種
目によっては別日程の場合あり

問自衛隊久慈連絡所　☎53-5419

新消防指令センターを公開

アンバーのボランティア

市営住宅空きあります

無料で学べる救命方法！

参加しませんか国際交流

自衛隊の幹部候補生

♦おくやみ申し上げます （　）内は年齢

２０１２.３.１号� 26
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【無料】陸上自衛隊音楽隊定期演奏会
▶�日時…３月 17日㈯ 15時開演
▶�会場…盛岡市民文化ホール（マリオス）

期　日 時間�※各回 15人、40分程度
３／21 ㈬ ① 14：00　② 14：50　③ 15：40

３／25 ㈰ ① 10：00　② 10：50　③ 14：00
④ 14：50　⑤ 15：40

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
萩ヶ丘地区住宅①※ １戸 3,600円～　5,400円
萩ヶ丘地区住宅② １戸 4,300円～　6,400円
み な と 団 地 １戸 17,500 円～ 26,100 円

種目 一般・技術 歯科・薬剤科

応募

資格

20～ 25 歳
※大学院修士
課程修了者は
27歳まで

歯　科…20～29 歳
薬剤科…20 ～27 歳
※ 薬 剤 師 以 外 は�
25 歳まで

中央介護センター㈲
久慈市旭町10－63
電話 61－3310

県立久慈病院

薬王堂
国
道
45
号

キング
薬局

ギフトショップ
三幸 ケアステーション

あさひ
（中央介護センター）久慈市長内町17－100－10  ☎5３－2305

麻しん等予防接種は３月中

★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

　平成24年度に岩手県でも運航を
開始するドクターヘリ。講演会では、
すでに運航している青森県の事例や、
救命医療への高い効果を紹介しま
す。入場無料。気軽にご参加ください。
▶�日時…３月16日㈮13時30分～
▶�会場…防災センター
▶�講師…八戸市民病院・今明秀副院長
問政策推進課　☎52-2115

　ＮＨＫでは３月10日、復興支援コ
ンサートをＢＳプレミアムで生放送。
２会場のうち福島会場の番組をアン
バーホールのスクリーンで上映しま
す。豪華メンバーの音楽を迫力の大
画面と音声でお楽しみください。
▶�アンバーホールでの上映…３月
10日㈯15時50分～18時　※無料

問ＮＨＫ盛岡放送局　☎019-626-8811
問アンバーホール　☎52-2700

　久慈駅の駐輪場で警告札が貼られ
ている自転車の持ち主は、至急引き
取りをお願いします。期限までに引
き取られない場合は、放置自転車と
判断して撤去・処分します。ご理解、
ご協力をお願いします。
▶�引き取り期限…３月16日㈮
問生活環境課　☎54-8003

　３月１日㈭～７日㈬は春の全国火
災予防運動期間。事業所などへの立
ち入り検査、家庭への防火指導も行
います。ご協力をお願いします。

問久慈消防署　☎53-0119
問久慈消防署山形分署　☎72-3119

　市は、経済的理由により就学困難
な小・中学生の保護者を対象に学用
品費、給食費などを援助しています。
援助を受けるには、世帯収入が一定
の基準未満などの要件があります。
　平成24年度の申請を受け付けてい
ますので、希望者は各学校に申し出
てください。（すでに援助を受けて
いる人も申請が必要です）

問総務学事課　☎52-2154

　次の予防接種の接種期限は３月
31日です。期限を過ぎると有料にな
ります。まだ受けていない接種対象
者は期限内に接種を受けましょう。
【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、高校３年生で、
昨年４月以降受けていない人

【子宮頸がん予防ワクチン】
▶�対象…接種を希望する中学１年～
高校１年の女子　※１回目の予防
接種を３月中に受けてください

問保健推進課　☎61-3315

　街の賑
にぎ

わい創り復興市 in 田野畑
を開催。県内各地の物産品販売や郷
土芸能の発表などを行います。復興
に向け、みんなで集まってにぎわい
づくり！ぜひご来場ください。
▶�日時…３月18日㈰10時45分～14
時30分
▶�会場…田野畑村アズビーホール
問岩手県北バス久慈営業所　☎53-5200

　生活関連物資16品目の店頭価格
調査や、消費生活に関する情報・意
見を提供するモニター10人を募集。
▶�対象…市内在住の20歳以上
▶�期間…４月１日から２年間
▶�申し込み…３月16日㈮まで
問生活環境課　☎54-8003

３／16ドクターヘリ講演会

募集スクリーンで復興コンサート

駅の自転車引き取りを！

命を守る防火習慣と対策を

就学援助の申請受付中

リサイクルショップ セカンドビズ
久慈市中央2-35　☎52-2570

金・プラチナ高価買取中！金・プラチナ高価買取中！

セカンドビズ

無料出張買取！
引越しのジャマな荷物はセカンドビズに
売って身軽にお引越ししましょう！
使えるものなら何でも買取します

☎52－1146
駐車場
完備☎52－1146
駐車場
完備

ご予算・ら時間はご相談下さい。

歓送迎会
　

早期予約受付中

歓送迎会
　

早期予約受付中

歓送迎会

早期予約受付中

ご予算・お時間はご相談下さい。いいいいいご ささささご予算 お時間はご相談下さい

● 各種飲み会
● 結婚式の二次会etc
● 各種飲み会
● 結婚式の二次会etc

幹事様へ
早期予約特典あり
幹事様へ

早期予約特典あり
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お知らせ

※申請は随時受け付け。認定された場合
は、申請した月から援助対象になります

防火
習慣
を！

◆寝たばこはしない◆ストーブ
は燃えやすい物から離す◆コン
ロなどから離れるときは消火

防火
対策
を！

◆住宅用火災警報器を設置する�
◆カーテンなどは防炎品を使用�
◆住宅用消火器などを設置する�
◆隣近所の協力体制をつくる

３／18田野畑で復興市！

久慈市消費生活モニター

水道管凍結に要注意 ! まだ寒い日が続いています。気温が－４℃以下にな
ると水道管は凍結し、破裂する恐れがあります。不
凍栓と水抜き栓の水抜きをしっかり行いましょう！問水道事業所☎ 52－ 2189

３月 31日で
アナログ放送
終了します !! 地デジ地上デジタル放送への移行日は３月 31 日です。今すぐ視聴準備

をしましょう！　分からない点などは下記までご相談ください。
問デジサポ岩手☎ 019-903-0101　問まちづくり振興課☎ 52-2116

３月は「自殺対策強化月間」です。　周りに、最近元気のない　人はいませんか？　みんなで声を掛けあい、支え合いましょう。




