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イラスト：きり光乗

就任のごあいさつ
「小さなまちの大きな挑戦」を
引き継ぎながら
ともに築く 元気あふれるまち
二戸をつくります
二戸市長

藤
原
ふじ
わら

淳

じゅん

このたびの市長選挙におきまして、図らずも

無投票当選という結果で市政を担わせていただ
くこととなりました。大変光栄であると同時に
身の引き締まる思いであり、あらためてその責
任の重さを痛感しております。

私は、選挙にあたり、「『小さなまちの大きな

挑戦』を引き継ぎながら、『ともに築く元気あ
ふれるまち二戸』をつくります」を公約として
掲げました。言うまでもなく「小さなまちの大

ら若者が働ける場をつくること、これまでの災
害を教訓に、地域・企業・行政が連携した防災

体制をつくること、生涯を健康で過ごすため、
若い世代からの健康づくりとお年寄りの知恵や
技を守り・伝えるまちづくりを進めること、こ
のようなことに市民の皆さんと一緒になって取
り組むことで、元気な二戸市をつくっていきた
いと考えております。

また、苫米地美智子さんのソチ五輪出場は、

きな挑戦」は小保内前市長の看板であり、それ

私たちを元気にしてくれました。平成 28 年に

実に進めるとともに、市の現状を踏まえ、

剣道競技が当市で開催されます。スポーツ活動

を引き継ぎ、二戸市総合計画後期基本計画を着
１

産業振興による雇用の確保

３

健康で誇りを持てるまちづくりの推進

２

防災対策の充実

を重点施策として取り組んでまいりたいと考え
ております。

人口減少、高齢化は、全国の自治体が直面す

る課題です。しかし、このような中でも、将来
の二戸市を見据え、地域産業の振興を図りなが

は、
希望郷いわて国体のショートトラック競技、
が活発になればまちが元気になります。このよ
うな、スポーツが持つ人を元気にする力も使い
ながら、
「オール二戸」
「オール市役所」で、
「元
気あふれるまち二戸」に向けて全力投球で取り
組んでまいります。

市民の皆様におかれましては、なお一層のご

理解とご協力をお願い申し上げ、市長就任のご
あいさつといたします。

１

稲庭岳周辺地域生物学術調査中間報告会
市は、平成 24 年度から稲庭岳周辺の動植物などの分布や生息状況などを調査しています。
今年度の調査結果について中間報告会を行います。この機会に、稲庭岳周辺の豊かな自然とその保護、利
活用などについて考えてみませんか。
日時 ３月９日（日）午後１時 30 分～３時 30 分
場所 浄法寺文化交流センター（Ｊホール）１階和室
内容 【中間報告】 ①植物について…小守一男さん ②動物・鳥類について
…三角義彦さん ③昆虫について、調査のまとめ…奥俊夫さん、伊達功さん
【講演】「国有林の森林経営と計画制度について」岩手北部森林管理署
その他

当日は、往復バスを運行します。市役所前（12：30）―二戸駅

西口ロータリー（12：45）―浄法寺文化交流センター（13：20）
ニホンリス

－ネイチャーフォト

稲庭山麓の自然－

稲庭山麓の豊かな自然や動物たちの写真を展示します。
期間および時間 ３月７日（金）～ 27 日（木） 午前９時～午後５時
場所

滴生舎、浄法寺総合支所１階市民ホール

内容

①春の野花群生

②夏の昆虫（セミの羽化など） ③秋の芦名沢

④冬のアート風景ほか
問い合わせ先 地域振興課（内線 382）

ヤマセミ

にのへ男女共同参画・防災合同フォーラム

「地域で育てよう！災害に強いまちづくり」
今回は家庭や地域での防災活動の推進に目を向け、男女共同参画の視点から安全で安心して暮らせるまち
づくりを考えます。入場は無料です。ぜひ、参加ください。
【フォーラム】
日時

３月 16 日（日）午後１時 30 分～３時 30 分

場所

シビックセンターホール

内容

①活動事例発表「消防女子のススメ」

発表者：二戸市消防団第４分団第２部 大森歩美さん、古村いずみさん
②基調講演「地域で育てよう！災害に強いまちづくり」
講師：二戸消防署九戸分署副分署長

荒谷雄幸さん

【写真、パネル展示】

講師の荒谷雄幸さん（右）

期間および時間 ３月８日（土）～ 23 日（日）午前９時～午後５時 場所 シビックセンター市民ホールなど
内容

○東日本大震災被災状況の写真

○いわての復興教育推進の指定を受けた市内中学校の取り組み（福

岡中、御返地中） ○ＤＶ予防啓発パネル
○３月 16 日（日）午後３時 30 分～４時

救助工作車、水槽付ポンプ自動車など展示（予定）

問い合わせ先 地域振興課（内線 383）

平成 26 年度「男女共同参画週間」キャッチフレーズを募集します
募集テーマ 男性がもっと家事・育児・介護・地域活動に関わりたくなるようなキャッチフレーズ～長時間
労働を減らして、仕事を含めた「生活」に豊かさを～
応募方法

応募締切 ２月 28 日（金）

男女共同参画局サイトの募集ページ（http://www.gender.go.jp/public/week/week.html）

の応募フォームにキャッチフレーズ、住所、氏名、性別、電話番号などを記入ください
問い合わせ先 内閣府男女共同参画局総務課
広報
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キャッチフレーズ募集係（☎ 03-5253-2111）

二戸市役所庁舎の休日などの出入口が変わります
２月 15 日（土）から、休日および平日午後６時 30 分以
降に市役所にお越しになるときは、夜間専用口のインターホ
ンで、用件を告げたうえでお入りください。現在の東側およ
び西側通用口は施錠するので出入りできません。
なお、休日納税相談日は、正面玄関をご利用ください。

東側通用口
（施 錠）

二戸市役所本庁舎
休日夜間
専用口

問い合わせ先 財産管理室（内線 619）

岩手銀行

西側通用口
（施 錠）

正面玄関

消費税および地方消費税が変わります
平成 26 年４月１日から消費税および地方消費税の税率が８％に引き上げられます。また、総額表示義務
について、税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば税込価格による表示をしなくてもよ
いとする特例が設けられました（表示例『100 円（税抜き）』）。なお、詳しい情報は国税庁ホームページ内
「消費税法改正のお知らせ（社会保障と税の一体改革関係）
」の特集ページ（URL：http://www.nta.go.jp/
shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304/htm）をご覧ください。

４月から水道料金などを改正します
平成 26 年 4 月 1 日から消費税率などが引き上げられることに伴い、水道料金などを改正します。な
お、
税率引き上げに伴う経過措置が設けられています。詳しくは水道事業所までお問い合わせください。
問い合わせ先 水道事業所（☎ 23-6101）

カシオペア連邦果物の里「二戸産フルーツを使ったお菓子作りを楽しむ会」
二戸地方は、四季を通じ高品質で市場性に優れた果物を生産しており、都市部の消費者や流通関係者から
高い評価を得ています。そこで、「カシオペア連邦果物の里」の認知度を高めるために、ブルーベリーの大
玉品種「チャンドラー」や加工に適するりんご「紅玉」、金田一温泉で栽培されたイチゴなどを使ったお菓
子作りを楽しむ会を行います。申し込み多数のときは調整しますので、ご了承ください。
日時および内容など
開催日時
内容（使用する果物）
講師
申し込み締め切り
２月 23 日（日） ブルーベリー「チャンドラー」、
フランス菓子の店 ルマン 木内秀典さん ２月 21 日（金）
午後１時 30 分
りんご「紅玉」など
３月 16 日（日）
（社福）カナンの園 となんカナン施設長
イチゴ、りんご「紅玉」など
３月 10 日（月）
午後１時 30 分
菅生周一さん

場所 金田一温泉「侍の湯おぼない」（金田一字湯田 43-5
参加費 １人 1,000 円（温泉入浴料込み）

☎ 27-2221）

持ち物 エプロン、三角巾

問い合わせ、申込先 金田一温泉観光案内所（金田一字大沼 24-6

定員 各 20 人

☎ 27-2540）

二戸地区広域行政事務組合職員を募集します
平成 26 年度に採用する職員（一般事務）の採用試験を行います。試験に関する詳細は組合ホームページ
（http://www.cassiopeia.or.jp/）をご覧になるか、お問い合わせください。
受験資格 昭和 54 年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人
申込方法

申込用紙に必要事項を記入し、組合事務局に持参または郵送ください。申込用紙は組合事務局、

二戸消防署および各分署で配布するほか、当事務組合ホームページからダウンロードできます。
申し込み締め切り ２月 27 日（木）郵送の場合は同日消印有効
第一次試験日時 ３月 16 日（日）午前 10 時（受付午前９時）
問い合わせ先 二戸地区広域行政事務組合（二戸地区衛生センター内、下斗米字細越 20-1 ☎ 23-7772）
2014・２・15
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スポーツ安全保険

スポーツ大会結果のお知らせ
（敬称略・丸数字は順位）

スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動な

第５回ステラパルアイスホッケー中学生大会（12
月 14、15 日、岩手県北青少年の家）

人の団体は文化活動団体が 800 円、スポーツ活

岩手日報杯第 12 回二戸バレーボールウィンター

リーグ（１月 18、19 日、総合スポーツセンターほか）
▽

▽

▽

男子の部③福岡中 女子１部③福岡中 女子２部
▽

優秀選手賞

土川理玖（福岡中）、石

輪麗（福岡中）

盛岡市立総合プール）
▽

200 ｍ背泳ぎ③平船精大（福岡高）

▽

400 ｍメドレーリレー③二戸ＳＳ（荒谷伊武樹、

荒谷宇見、大西大祐、酒井亮太郎）
【女子無差別】
200 ｍ背

▽

▽

100 ｍ背泳ぎ③石澤七海（福岡高）

200 ｍメドレーリレー

▽

泳ぎ①石澤七海（福岡高）

②福岡高（石澤七海、佐藤美咲、山屋歩香、馬淵恭
400 ｍメドレーリレー③福岡高（石澤七海、

▽

佳）

藤村微笑、馬淵恭佳、山屋歩香）

地区予選（１月 25 日、総合スポーツセンター）
▽

▽

男子の部①浄法寺②二戸中央 女子の部①浄法寺

②二戸中央

３カ月以内の短期スポーツ教室を対象とした保険
もあります（一人あたりの掛け金は 800 円です）。
もし、団体活動中に事故が起きた場合、加入区

ル新人大会二戸九戸ブロック予選（１月 26 日、総
合スポーツセンター）

▽

▽

男子の部②二戸市バレーボールスポ少 女子の部

③二戸市バレーボールスポ少
第 39 回二戸市内フットサル大会（２月１日、総合
スポーツセンター）
▽

小学校の部①Ａ・Ｃ浄小②中央ＪＡＰＡＮⅢ③福
▽

小Ｓ・Ｃ、金小ヒゲジョリ３ 小学校女子の部①福
小ガールズ７②ＡＲＣ中央③金小ラストなでしこ、
中央ミラクル７Ｖ
第 17 回カシオペア連邦フットサル大会（２月２日、
総合スポーツセンター）
▽

中学校の部①福岡中Ｆ②福岡中Ｅ③福岡中Ａ，軽

米Ｂ
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後遺障害、入院、通院）、賠償責任保険金、突然
死葬祭費用保険金が支払われます。
問い合わせ先

( 一社 ) 二戸市体育協会（総合ス

ポーツセンター内、☎ 23-7211）

福岡中学校・現校舎お別れ会
卒業生並びに関係
者を対象に、現在の
校舎取り壊し前最後
期日

３月８日（土）

内容と時間
午前 10 時 30 分～正午 生徒会によるお別れ会
午後０時 40 分～３時

現校舎公開

その他 出入り口は体育館玄関になります。また、

めんこいテレビ杯第 23 回岩手県小学生バレーボー

にのへ

また、インターネット加入限定で、開催期間が

の公開を行います。

第 17 回岩手県ミニバスケットボール新人大会二戸

４

動団体が 1,850 円などです。

分・傷害の程度などに応じて傷害保険金（死亡、

岩手県冬季選手権水泳競技大会（１月 18、19 日、
【男子無差別】

一人あたりの掛け金は、子ども（中学生以下）
の団体は 800 円（指導者は 1,300 円）から、大

②カシオペアスターズ

②浄法寺中

どを行う５人以上の社会教育団体が加入できます。

当日は上履きの準備をお願いします。
問い合わせ先 福岡中学校（☎ 23-3325）

「認知症の人と家族のつどい」
認知症の夫を介護した体験談や、各地で行われ
ている「介護者のつどい」の様子について聞いて
みませんか。在宅で認知症の人の介護にあたって
いる人や、今は介護を行っていないが認知症の方
を介護していた人も参加できます。
日時 ３月 12 日（水）午後１時 30 分～３時 30 分
場所

総合福祉センター２階集会室

内容

講話
「認知症介護体験談とつどいについて」

講師：認知症の人と家族の会岩手県支部世話人・
立花美江さん

参加者交流会など

申込期限 ３月３日（月）
問い合わせ先 二戸市社会福祉協議会（☎ 25-4959）

だれでも参加できる市民セミナー開催のお知らせ

二戸市民文化会館自主事業

二戸市民寄席

「この町で、安心して、
ずうっと暮らしたい」
権利擁護や成年後見制度についての話や地域の
現状などについて、講演や演劇によりわかりやす
く紹介します。どなたでも参加できます。ぜひ、
ご来場ください。
日時 ３月６日（木）午後１時 30 分～４時 30 分
場所

市民文化会館中ホール

内容

○講演「生活者を守る権利擁護と市民後見

人の必要性～市民後見人養成の取り組みから～」
講師：東京大学政策ビジョン研究センター
市民後見研究実証プロジェクト特任専門職員
東啓二さん、佐々木佐織さん
○報告「カシオペア権利擁護支援センターの活
動状況報告」報告者：ＮＰＯ法人カシオペア権
利擁護支援センター
○演劇「波平が認知症になりまして！」
劇団：友蔵と仲間たち
参加費 無料
問い合わせ先 ＮＰＯ法人カシオペア権利擁護支援
センター（石切所字川原 28-7、☎ 090-2979-9031）

カシオペア FM ７７. ９ MHz
○「二戸市からのお知らせ」を１日３回放送しています
○震災後二戸市に避難されている皆さんへ、月～金曜日
の生放送番組内で、避難前にお住まいの県や市町村の情
報「ふるさとニュースレター」をお届けしています
問い合わせ先 カシオペアＦＭ（☎ 23-8779）

二戸市民文化会館

日時 ３月２日（日）
午後１時 30 分開場、午後２時開演
場所 市民文化会館大ホール
入場料 【全席自由】前売券…一般 2,500 円
中学生以下 1,000 円

当日券は各 500 円増し

未就学児入場不可
プレイガイド 二戸市民文化会館、ニコア、アイッ
クス、喫茶チャイブ、一戸町コミュニティセン
ター、堀口呉服店、田子町ガーリックセンター
問い合わせ先 市民文化会館（☎ 23-7111）

３月の主な催事予定

催事名（主催者・問い合わせ先）

期日

時間

13 時 30 分開場
二戸市民寄席
３月２日（日）
（二戸市民文化会館、☎ 23-7111）
16 時終演
14 時 30 分 開 場
2014 ヤマハ音楽教育システム発表会
３月２日（日）
（㈱東山堂、☎ 019-654-1234）
開演 16 時終演
市民セミナー
「この町で、
安心して、
ずうっと暮らしたい」
13 時 30 分 開 演
（ＮＰＯ法人カシオペア権利擁護支援センター、３月６日（木）
終演
☎ 090-2979-9031）
Ｌ．Ｍ．Ｄ
３月 22 日（土）14 時開演
（NINE STYLE、☎ 080-3125-6647）

会場

14 時開演
14 時 45 分
16 時 30 分

16 時終演

しのぶピアノ教室発表会
13 時 30 分 開 演
３月 30 日
（日）
（しのぶピアノ教室、☎ 080-6039-4023）
終演

16 時 30 分

入場料など
一般 2,500 円、中学生以
大ホール 下 1,000 円（当日券各 500
円増）未就学児入場不可
中ホール 無料
中ホール 無料
中ホール 1,000 円
中ホール 無料

３月の休館日 ３日（月）、10 日（月）、17 日（月）、24 日（月）、25 日（火）、31 日（月）
問い合わせ先 市民文化会館（☎ 23-7111）
2014・２・15
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ごみダイエット通信⑪

◆一人１日当たりのごみの比較（１月集計）
二戸市＝ 885g

県平均＝ 862g あと 23g（イチ

ゴ半分ぐらい）のダイエットが必要です。
・食材の買いすぎにご用心。お買い物の前に冷蔵庫
の中を確認しましょう！

岩手県３Ｒ推進キャラク
ター「エコロル」です！

●今月の古着回収「サンデーリサイクル」
２月 23 日（日）午前 10 時～午後３時
旧学校給食センター（堀野）
、浄法寺総合支所

二戸市環境審議会委員を公募します
業務内容 市内の環境に関する事項について、
学識経験者とともに審議などを行っていただ
きます
任期 ２年

応募資格 市内に在住する 20 歳以上（平成 25
年４月１日現在）で、環境保全活動を行ってい
る人または環境保全に興味のある人
応募書類 応募申込書に必要事項を記入し持参ま
たは郵送ください。応募用紙は市ホームページか
らダウンロードするか、生活環境課で配布します
申込期限 ２月 28 日（金）
問い合わせ、申込先 生活環境課（内線 334）

３月１日～７日「子ども予防接種週間」
この機会に母子健康手帳などで、まだ受けてい
ない予防接種がないか確認をお願いします。特に
入園、入学を控えるお子さんはその時期に備え
て必要な予防接種を済ませ、病気を未然に防ぎま
しょう。
下記の医療機関で予防接種（要事前予約）がで

きます。接種を希望する人は、２月 22 日（土）
までに医療機関にお問い合わせ下さい。

日時 ３月２日（日）午前９時～午後１時
医療機関名
ふくもりたこどもクリニック・アレルギー科
（一戸町☎ 43-3137）
問い合わせ先 健康推進課（☎ 23-1313 内線 285）
広報
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「岩手県特定（産業別）最低賃金」があります。

最低賃金の対象になる賃金は、通常の労働時間、

をキープします。マナーを守り活用しましょう。

６

る「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される

の賃金を支払わなければなりません。

にしましょう！

公募人数 ２人

最低賃金には、県内すべての事業場に適用され

労働者・アルバイトなど含む）に、最低賃金以上

ポイント還元も楽しみ。資源を大切

ションは市内 10 カ所。家庭の資源

「必ずチェック最低賃金！
使用者も、労働者も」

すべての事業主は、その雇用する労働者（パート

・お買い物にはマイバッグがお薦め。

・資源を回収するリサイクルステー

特定（産業別）最低賃金改定のお知らせ

労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤

手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。
なお、岩手県最低賃金は時間額 665 円で、平

成 25 年 10 月 27 日 に 改 正 発 効 さ れ て い ま す。
詳しくは、ホームページをご覧になるかお問い

合わせください。

【岩手県特定（産業別）最低賃金】
業

種

改 正
時間額

鉄鋼業、金属線製品、その他の
740 円
金属製品製造業
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器 718 円
具製造業
光学機械器具・レンズ、時計・
729 円
同部分品製造業
各種商品小売業
729 円
自動車小売業

発効日
Ｈ 25.12.28
Ｈ 25.12.28
Ｈ 25.12.28
Ｈ 26.2.1

751 円 Ｈ 25.12.28

問い合わせ先 岩手労働局労働基準部賃金室（☎
019-604-3008、URL:http://iwate-roudoukyoku.
jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/
kijunbu/chingin.html）

長寿・健康推進事業のご案内
後期高齢者の交流と健康増進を図るため、温泉

施設での入浴や休憩を無料で提供します。事前に
電話で申し込みください。なお、送迎はしていま
せんので、ご了承ください。

対象と募集人数 75 歳以上の市民、各回 30 人程度
利用できる施設と期日、受付時間

○二戸地区…ゆうゆうゆ～らく

３月 12 日

（水）、24 日（月）午前 10 時～ 10 時 15 分
○浄法寺地区…天台の湯

２月 25 日（火）、

３月７日（金）、 17 日（月）午前 11 時 30 分

～ 11 時 45 分

申込期限 利用したい日の前日まで。ただし、利
用日が月曜日のときは利用日前の金曜日まで

問い合わせ、申込先 健康推進課（☎ 23-1313 内

線 224）
、総合支所市民課（☎ 38-2211 内線 133）

二戸地域雇用創造推進事業セミナー
ー受講料無料ー

ＩＴリテラシー習得セミナー
ワード・エクセルの基本操作を習得！
日時 ２月 24 日（月）～ 28 日（金）
各日午前 10 時～午後４時
場所 二戸地域職業訓練センター（米沢）
内容 ビジネスに必須のパソコン操作、ワード・エ
クセルの基本操作
対象者 求職登録中で、就業にＩＴリテラシーを活
用したい人
定員 15 人（定員になり次第締め切ります）
※詳細は二戸地域雇用創造協議会のホームページ
（http://www.ninohe-epc.jp）
でもご覧いただけます。
問い合わせ、申込先 二戸地域雇用創造協議会（な
にゃーと３階 ☎ 23-8152）
障害年金受給などで法定免除を受けている人へ

国民年金保険料の通常納付が
できるようになります

これまでは、障害基礎年金などを受給している
人は国民年金保険料の納付が免除（法定免除）と
なるため、老齢基礎年金の増額を希望するときは
保険料の後払い（追納制度）を活用していました。
平成 26 年４月からは、法定免除の期間であっ
ても、保険料を通常納付できる「納付申出制度」
が始まります。納付申出により、次のような便利
な制度なども利用できます。

くらし安全安心だより
―クレジットカードの管理は大丈夫？―
～オンラインゲームの決済トラブル～
【事例】
小学生の娘に親のスマートフォンを渡し、オン
ラインゲームで遊ばせていた。一度クレジット
カードでアイテムを購入し、その後も１回 100
円程度なら良いと思い、その都度親がパスワード
を入れて購入させていた。しかし、後日カード
会社からの請求額が 8 万円になっていて驚いた。
どうも一度パスワードを入れると、その後何分間
かはパスワードなしで何度もアイテム購入ができ
たようだ。具体的な状況については、娘もよく覚
えておらず、はっきりしたことは分からない。ど
う対応したらいいか。（当事者：7 歳女児）
【アドバイス】
★オンラインゲームに関する相談が増加してい
ます。中でも 16 歳未満のトラブルの相談が
増えており、低年齢化が見られます。
★事例のように、スマートフォンに一度入力し
たクレジットカード番号が一定時間有効なま
まになっていて、子どもが有料アイテムを購
入できてしまうケースのほか、子どもが大人
のクレジットカードを勝手に持ち出し番号を
入力するケースなど、クレジット決済に関す
る相談が多く見られます。

保険料の前納（保険料の割

★大人はスマートフォンやゲーム機などについ

引あり） 付加年金の加入（お得な上乗せ制度）

て理解するとともに、ゲームの料金体系、決

問い合わせ先 二戸年金事務所（☎ 23-4111）
、市民

済方法などについても確認し、ゲームの遊び

▽

▽

▽

保険料の口座振替

課（内線 238）
、浄法寺総合支所市民課（内線 163）

方やルールについて子どもとよく話し合いま
しょう。

「離乳食セミナー」を開催します
日時 ２月 28 日（金）午後１時 20 分～２時 45 分
場所 二戸地区合同庁舎１階大会議室
内容

講演「子どもを取り巻く最新の食情報！」

岩手食生活研究会主宰・食生活コンサルタント
下田田美子さん
申込期限 ２月 25 日（火）
内線 245）

子どもにクレジットカードの仕組みなどを教
えることも大切です。
★万一トラブルに巻き込まれた場合には、消費
生活センターにご相談ください。
※二戸消費生活センターでは、消費生活に関する
トラブルや多重債務などの相談に応じていま

募集人員 80 人
問い合わせ、申込先

★クレジットカードの管理には十分注意をし、

健康推進課（☎ 23-1313

す。一人で悩まずに、ぜひご相談ください。
二戸消費生活センター

相談時間

平日午前 9

時～午後 4 時（☎ 23-5800）
2014・２・15

７

暮らしの情報
無料相談
法律相談
土地、財産、離婚、金の貸借など
日時 ３月 11 日（火）、25 日（火）
午前 10 時～午後３時
場所 二戸消費生活センター（県二
戸地区合同庁舎内）
担当 弁護士
電話予約が必要です。時間の関係
で、先着 10 人で締め切ります。
問い合わせ、申込先 二戸消費生活
センター（☎ 23-5800）

くらしとお金の安心相談会
借金の整理と生活資金など
日時 ３月７日（金）午前 10 時～
午後４時
場所 二戸消費生活センター（県二
戸地区合同庁舎内）
担当 県消費者信用生活協同組合相
談員
電話予約が必要です。
問い合わせ、申込先 二戸消費生活
センター（☎ 23-5800）

県多重債務法律相談
借金の整理、過払い金返還請求など
日時 ３月 18 日（火）午前 10 時
～午後３時
場所 二戸消費生活センター（県二
戸地区合同庁舎内）
担当 弁護士
電話予約が必要です。
問い合わせ、申込先 二戸消費生活
センター（☎ 23-5800）

多重債務相談
サラ金などの返済で困っている人
はご連絡ください。
日時 ３月 20 日（木）午前 10 時
～午後７時
場所 もちづき司法書士事務所（石
切所字森合 90）
電話予約が必要です。
問い合わせ、申込先 もちづき司法
書士事務所（☎ 26-9117）
広報
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二戸市役所
浄法寺総合支所

☎ 23-3111（代表）
☎ 38-2211（代表）

市民生活相談

こころの相談

生活に関すること
日時 ３月 19 日（水）午前 10 時
～午後３時
場所 二戸消費生活センター（県二
戸地区合同庁舎内）
担当 市民生活相談員
電話予約が必要です。
問い合わせ、申込先 二戸消費生活
センター（☎ 23-5800）

期日 ２月 27 日（木）
場所 総合福祉センター
受付時間 午後１時～４時（電話予
約が必要です）
担当 小井田潤一先生（県立一戸病
院長・精神科医 ）
問い合わせ、申込先 健康推進課（☎
23-1313 内線 224）、浄法寺総合支
所市民課（内線 132）

これからのくらし仕事相談会

３月１日～７日は建築物防災
週間・防災相談所設置します

期日 ３月４日、11 日、18 日、25
日（毎週火曜日）
場所 県二戸地区合同庁舎１階ジョ
ブカフェ相談室
相談受付時間 午前 10 時～午後３
時（電話予約が必要です）
予約受付時間 午前 10 時～午後５
時（月～金曜日）
問い合わせ、予約先 これからのく
らし仕事支援室（☎ 019-626-1215）

福祉のお仕事相談
福祉の仕事に関する相談に個別に
応じます。
日時 ３月 10 日（月）、25 日（火）
午後１時 30 分～ 3 時 30 分
場所 ハローワーク二戸
相談内容 介護・福祉の資格の取得方
法、仕事内容、求人情報、職場体験など
問い合わせ先 県社会福祉協議
会 岩 手 県 福 祉 人 材 セ ン タ ー（ ☎
080-1651-6203）

この週間は、災害による人命およ
び建築物の被害を防止し、安心して
生活ができるよう、建築物への防災
知識の普及および防災・維持保全に
ついて周知し、建築物の防災対策を
推進することが目的です。
県は災害発生時、特に防災上の配
慮を要する建築物を中心に、市町村
や消防と共同で状況をチェックし、
必要に応じた指導を行います。なお
この週間中、防災相談所を設置し、
建築に関する地震対策のほか、建築
物の防災に関する住民の皆さんの相
談に応じますので、ご利用ください。
防災相談所の設置場所 県北広域振
興局土木部二戸土木センター（☎
23-9209、FAX：22-1084）

募集
パブリックコメントを実施します

意見募集するもの 第２期二戸市国
民健康保険特定健康診査等実施計画
書案および二戸市食育推進計画案
個別健康相談
募集期間 ３月 14 日（金）まで
日時 ３月 13 日（木）、27 日（木） 公表方法 市ホームページに掲載す
いずれも午後１時～３時
るほか、市役所情報コーナーに備え
場所 総合福祉センター
付けます
その他 医師が職場まで行き健康相
意見提出方法 住所・氏名を記入し、
談に応じます。電話予約が必要です。 郵便・ファクシミリ・メールなどで
問い合わせ、申込先 二戸・久慈地
提出ください。
域産業保健センター（二戸医師会内
問い合わせ、提出先 健康推進課
☎ 23-4466）
（〒 028-6198 福岡字八幡下 11-1 ☎
23-1313 内 線 233、FAX：22-1188、
E-Mail：hoken@city.ninohe.iwate.jp）

暮らしの情報
入札参加資格申請を受け付けます
平成 26 年度スクールバス管理運行
業務委託契約および通学バス・タク
シー運行業務委託契約に係る入札参
加資格審査申請を受け付けます。詳細
は市ホームページをご覧いただくか、
教育企画課へお問い合わせください。
受付期間 ２月 28 日（金）～３月
11 日（火）※土・日を除く
問い合わせ先 教育企画課（内線
582）

大豆・豆腐を使った料理教室
日時 ３月７日（金）午前９時 30
分～正午
場所 中央公民館
対象 成人 15 人（定員になり次第
締め切ります）男性もお気軽に参加
ください！
講師 足沢大豆生産組合・上野久子
さん
持ち物 エプロン、三角巾、参加費
500 円
申込期限 ２月 28 日（金）
問い合わせ、申込先 中央公民館（☎
23-2870）

春の先取り和食講座
日時 ３月 19 日（水）午前 10 時
～午後１時
場所 金田一コミュニティセンター
対象 成人 20 人（定員になり次第
締め切ります）
内容 天ぷら盛り合わせ、鶏つくね
の煮物、菜の花とエビとウドの黄身
酢、吸い物
講師 東舘久美子さん（八戸調理専
門学校教諭）
持ち物 エプロン、三角巾、参加費
1,000 円
申込期限 ３月７日（金）
問い合わせ、申込先 金田一コミュ
ニティセンター（☎ 27-2114）

応募資格 県内在住の 20 歳以上の
人（公務員除く）
応募方法 ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメー
ルに必要事項を記入し応募ください
応募締め切り ３月 20 日（木）
問い合わせ、申込先 岩手県広聴広
報課（☎ 019-629-5281）、または
県公式ホームページ（「希望郷いわ
てモニター」で検索）

ページから申し込みください。
申し込み受け付け期間 通年
問い合わせ、申込先 ＮＨＫ学園
（〒 186-8001 東京都国立市富士見
台 2-36-2 ☎ 042-572-3151、FAX：
042-574-1006、URL：http://www.
n-gaku.jp）

県立二戸高等技術専門校建築科
学生募集

農業委員会選挙人名簿の縦覧
を行います

当校建築科は木造住宅を建てる建
築大工を養成しており、木材加工の
実技を中心とした実践的訓練が特徴
で、さまざまな資格取得や優良企業
就職 100％の実績を誇っています。
募集人員 若干名
出願期間 ３月５日（水）まで。た
だし、定員になり次第締め切ります
応募資格 高等学校を卒業または３
月に卒業見込みの人
選考試験 本校で筆記試験（国語、
数学）および面接を行います。試験
日は受付後、受験者へ通知します
その他 出願書類など詳細について
はお問い合わせください。
問い合わせ、申込先 二戸高等技術
専門校建築家主任技術指導員 小澤
（☎ 23-2227）

ＮＨＫ学園来年度生徒募集

【高校普通科】全国どこからでも入
学可能。ＮＨＫのテレビ、ラジオを
利用し、３年間で高卒資格を取得で
きます。登校は月に１～２回です。
対象 中学校を卒業または 2014 年
３月卒業見込の人、高校中退者の人
申込および選考方法 入学案内書と
願書を下記まで請求いただき、提出
ください。出願受け付け順に書類選
考と面接を行います。
申し込み受け付け期間 ４月 30 日
（水）まで
【生涯学習通信講座】幅広いジャン
ル 200 コースの中から新しい趣味
を見つけたり、スキルを身に着けて
「希望郷いわてモニター」の公募
みませんか。どなたでも申し込みで
県では、県政に関するアンケート
きます。受講期間は３カ月～１年（講
に回答するモニターを募集中です。 座により異なります）です。
任期は平成 26 年４月から２年間で、 申し込み方法 案内書を請求いただ
モニターには記念品を贈呈します。
き、ハガキ、電話、ＦＡＸ、ホーム

お知らせ

農業を営む人などのうち、要件に
該当する人からの申請などに基づい
て調製した平成 26 年度分の二戸市
農業委員会委員選挙人名簿を縦覧す
ることができます。
期日および時間 ２月 23 日（日）
～３月９日（日）午前８時 30 分～
午後５時
場所 選挙管理委員会事務局
その他 土・日曜日に縦覧を希望す
る人は、事前に連絡をお願いします。
問い合わせ先 選挙管理委員会事務
局（内線 251）

若者ステップアップセミナー
就労や自立に関するセミナーと個
別相談会を開催します。
日時 ①３月 13 日（木）、②３月
27 日（木）
午前の部・若者ステップアップセミ
ナー 午前 10 時～正午 午後の部・
個別相談 午後１時～３時
内容 ①知ってみよう！いろんな仕
事・応募書類 ②自分再発見！
場所 カシオペアメッセ・なにゃーと
対象 15 ～ 40 歳未満の求職者ま
たはその保護者
申し込み方法 電話または FAX、E
メールにて申し込みください。申込
用紙はハローワーク二戸・ジョブカ
フェにあります。
問い合わせ、申込先 特定非営利活
動法人いわてパノラマ福祉館（☎
019-639-8383 FAX：019-907-0390
E-Mail：info@npo-ipf.org）

2014・２・15

９

受付時間

場所

幼児健診

13：00 ～ 13：30 ほほえみセンター

ＢＣＧ予防接種

13：00 ～ 13：30

５ 水 10 カ月健診

12：15 ～ 12：45

６ 木 日本脳炎予防接種 13：00 ～ 13：30
11 火 ４カ月健診

12：30 ～ 13：00

13 木 ＤＰＴ予防接種

13：00 ～ 13：30

総合福祉センター

14 金 日本脳炎予防接種 13：00 ～ 13：30
17 月 日本脳炎予防接種 13：00 ～ 13：30

医療機関名

受付時間

予防接種の種類

MR ２期、ＤＴ
日本脳炎２期

３月 23 日
9:00 ～
浄法寺診療所
16:00
（日）

MR １・２期、ＤＴ
日本脳炎２期

平成 25 年４月から、血圧などの薬を服用してい
ても献血可能になる場合があります。お薬手帳をお
持ちください。
月日

受付時間

会場

10:00 ～ 11:00 二戸地区クリーンセンター

３月６日（木） 12:00 ～ 13:00 ㈱ツガワ二戸工場
14:30 ～ 16:00 ㈱菅文

３月９日（日）

10:00 ～ 12:30 二戸ショッピングセンター
14:00 ～ 16:00 ニコア

10:00 ～ 12:30
３月 29 日（土）
ユニバース二戸堀野店
14:00 ～ 16:00

※献血手帳・カードがある人は、お持ちください。
問い合わせ先 健康推進課（内線 233）
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※各教室とも、定員になり次第締め切ります。

○ビギナーズ料理塾
テーマ 毎日のお弁当レシピ
日時 ３月 12 日（水）午後 6 時 30 分～ 9 時
場所 総合福祉センター２階 調理実習室
対象者 40 歳以下の市民
募集人員 20 人
持ち物 エプロン、三角巾、参加費（１人 500 円）
申込期限 ３月 11 日（火）
問い合わせ、申込先 健康推進課（内線 252）

○第３回郷土食料理教室
日時 ３月 13 日（木）午前９時 30 分～午後１時
30 分
場所 ほほえみセンター
内容 雑穀ごはん、けんちん汁、季節の野菜サラダ
梅酢のノンオイルドレッシングあえ、ソイミート
（凍み豆腐）のフライ・アマランサスソース添え、
甘酒スイーツ（きび団子入り）
講師 食の匠・安藤直美さん
持ち物 エプロン、三角巾、参加費（１人 500 円）
募集人員 20 人
申込期限 ３月５日（水）
問い合わせ、申込先 健康推進課（内線 245）

０１９５（２５）５１６０

献血にご協力ください

各種料理教室

FAX

問い合わせ先 健康推進課（内線 288）

申込期限 ３月７日（金）
問い合わせ、申込先 健康推進課（内線 252）

市のホームページアドレス http://www.city.ninohe.iwate.jp/

月日

３月 21 日 おりそ内科循環 9:00 ～
（金・祝） 器クリニック 16:00

３月 14 日（金）午前 10 時～正午
総合福祉センター
離乳食づくりと試食
離乳食づくりのポイントを学びます。
対象者 生後９カ月～１歳６カ月ごろのお子さんと
その家族（先着 12 組）

０１９５（２３）３１１１

※ 17 日、19 日は主に小中学生が対象です。未接種
で通知書が届いていないときなどは、お問い合わせ
ください。
下記の休日当番医院において、
麻しん風しん（ＭＲ）
混合ワクチン１期・２期および日本脳炎２期、ＤＴ
の予防接種ができます。平日に予防接種を受けられ
ない人はご利用ください。接種を希望する場合は、
希望日の 10 日前までに総合福祉センターへご連絡く
ださい（ただし、人数制限がある場合があります）
。

日時
場所
内容

電話

19 水 日本脳炎予防接種 13：00 ～ 13：30

○離乳食教室

〒 028-6192 岩手県二戸市福岡字川又 47

４ 火

予防接種など

平成 26 年２月 15 日号

日 曜

発行 二戸市

３月の検診カレンダー

日時 ３月７日（金）午前 10 時～正午
場所 総合福祉センター
対象者 １歳未満のお子さんとその家族
（先着 15 組）
申込期限 ２月 28 日（金）
問い合わせ、申込先 子育て支援センター（☎
23-0818 直通）

№ 196

総合福祉センター
☎２３－１３１３

○ベビーマッサージ教室

広報にのへ

健 康ひ ろ ば

結いっこベビールーム

