INFORMATION
最低賃金が改正されました

ひとり親家庭等無料法律相談

岩手県特定（産業別）最低賃金が
離婚や養育費など、日常生活で
平成30年12月28日に改正されました。 困っていること・悩みについて弁護
なお、県の最低賃金は平成30年10月
士が相談に応じます。
１日から時間額762円に改正されて
▶日時…１月23日㈬10時〜15時
います。詳しくはＨＰをご覧になる
▶会場…久慈地区合同庁舎２階相談室
か、問い合わせください。
▶対象…ひとり親家庭、寡婦など
業

種

賃金額

鉄鋼業、金属線製品
その他の金属製品製造業

829 円

光学機械器具・レンズ、
時計・同部分品製造業

809 円

百貨店、総合スーパー

800 円

自動車小売業

838 円

各種商品小売業

767 円

岩手労働局労働基準部賃金室
☎019‑604‑3008
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☎53‑4982

東北財務局盛岡財務事務所では、
自らの収入で返済しきれないほどの
借金を抱え、お悩みの人からの相談
に無料で応じています。
▶日時…月〜金曜日（祝日、年末年
始除く）８時30分〜16時30分
▶会場…盛岡合同庁舎４階
▶相談専用電話…019‑622‑1637
盛岡財務事務所 ☎019‑625‑3353
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15:00〜17:00

11:00までの診療
休日当番医
※受付17:00まで

ちだ医院

久慈市門前37 56 26

☎61 3366

●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
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▶あけましておめでとうございま
す？ 毎年１月１日号のあいさつは
困ります ( 笑 ) ▶瞬く間に１年が過
ぎ去り亥年に。ついに健康診断で
メタボ健診やバリウムを飲まなけ
ればならない年齢に…▶正月の楽
しみは「箱根駅伝」
。今回は久慈
出身のランナーが 2 人メンバー登
録されています。箱根路を駆け抜
けてくれることを願っています。

冬は「ノロウイルス」による食中
毒が多発する時期です。ノロウイル
スは生ものを食べたり、人から感染
したりします。次のポイントに注意し
て家庭での感染を予防しましょう。
❶せっけんで手をよく洗う
❷ドアノブやトイレの消毒を行う
❸タオルは共用せず、感染の恐れが
ある場合は入浴の順番を変える
❹感染時は、水をこまめに補給する
生活環境課 ☎54‑8003

謹賀新年
デイサービス
センター

おらホーム
52-2600

久慈市小久慈町 ☎

デイサービス
センター

なごみ

久慈市長内町 ☎

53-5225

利用者数は１日10名の小規模
施設で一人ひとりに声掛けをし、
きめ細やかなサービスと家庭的
で温かい介護を行っています。

なかよし

小児科・内科
アレルギー科

盛岡財務事務所 ☎019‑625‑3353

会社経営で過労状態の妻、
「専業主夫」の夫、シニ
ア労働者。
「マイ・インターン」では多くの問題が取り上
げられますが、最後には前向きになれるハートフル・
コメディです。映画を楽しみながらワークライフバラ
ンス（仕事と生活の調和）について考えてみませんか。
▶日時…３月16日㈯14時開演
▶会場…アンバーホール 小ホール

（インフルエンザワクチンのみ受付）

･１/ 19
･１/ 27㈰

振り込め詐欺の手口や対策などにつ
いて分かりやすく説明します。お気
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※インフルエンザ予防接種の方のみ受付いたします。処方箋
の発行等は行いません。
※診察券、母子手帳、予診票等、お忘れ物のございません様、
よろしくお願い致します。

㈯

止のための出前講座を行っています。
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１月のお知らせ

･１/５㈯

地域のコミュニティ活動や各種団体
の会合などに伺い、金融犯罪未然防
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▶料金…無料（整理券配布中）
▶整理券配布場所…地域づくり振興課、アンバーホール
※託児所（無料・要予約）の利用は問い合わせください
地域づくり振興課 ☎52‑2116

©2015 Warner Bros
Entertainment Inc.
All Rights Reserved.

東北財務局盛岡財務事務所では、

軽に問い合わせください。

県北広域振興局保健福祉環境部

多 重 債 務 相 談 窓 口

電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、
情報通信機械 796 円
器具製造業

出 前 講 座 の ご 案 内

1 日無料体験を承っております
▶▶▶ご利用日はご相談下さい◀◀◀

バランスの良い昼食です
入浴もご利用できます

修理専門店
ストーブ、ボイラー等
修理のことなら
何でもおまかせ下さい
かならず直ります

旧年中は大変
お世話になり
ありがとうございました
本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます

！
見積り料・出張料サービス中！
まずは、お電話下さい。

宇部機器サービス 久慈市中央 1-30
（宇部龍一）TEL

53-6630

図書館だより
《市立図書館》
☎ 53-4605
▶開館時間…９時〜 19 時
（土日祝は 17 時まで）
▶１月の休館日…１日㈫〜３日㈭、
７日㈪、15 日㈫、21 日㈪、28 日㈪、
31 日㈭
■ 企画展「冬休みおすすめ本展」
冬におすすめの本や冬休みの課題
に役立つ本を展示・貸出します。
▶期間…〜１月 20 日㈰
■図書館映画会
「おこんじょうるり」ほか
▶日時…12 日㈯❶10 時❷14 時30 分
「うかれバイオリン」ほか
▶日時…26 日㈯❶10 時❷14 時30 分
■読み聞かせ会「チビッコの部屋」
ボランティアグループ「ピノキオ」
による絵本や紙芝居の読み聞かせ
▶日時…❶12 日㈯11 時〜11 時30
分❷ 26 日㈯ 14 時〜 14 時 30 分
■ブックスタート
市保健推進課の「４・５カ月児相
談・６カ月児健診」会場で、ボラン
ティアとスタッフが絵本の配布と読
み聞かせをします。
▶日時…17 日㈭❶４・５カ月児…
10 時10 分〜❷６カ月児…13 時
30 分〜
▶会場…元気の泉
《山形図書館》
☎ 72-3711
▶開館時間…10 時〜 18 時
▶ 1 月の休館日…１日㈫〜３日㈭、
７日㈪、14 日㈪、15 日㈫、21 日㈪、
28 日㈪

久慈ひまわり基金
法律事務所
謹賀
新年

相続 遺言 離婚 債務整理
破産 成年後見 不動産登記
など何でもご相談下さい

TEL0194

61 1818

※要予約
営業時間 平日9：00〜17：30
久慈市川崎町12 18 YKビル1階

■企画展「冬休みおすすめ図書展」
▶期間…〜１月 22 日㈫
■企画展「干支の図書展」
▶期間…４日㈮〜 31 日㈭
■企画展「ハッピーバレンタイン」
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■人口と世帯数(11月30日現在)
○人 口… 35,227人
(+ 11)
男 … 17,019人
(+ 2)
女 … 18,208人
(+ 9)
○世 帯… 15,686世帯 (+ 20)

▶期間…25 日㈮〜２月 19 日㈫

Ȥȳȳɛూங
૨「ぼくのジユウな字」
著者 / 春間 美幸
出版 / 講談社
字のきらいなぼく
の街にとつぜんあら
われたふしぎな書道
教室で、背中に大き
な筆を背おったカク
ミチコ先生の指導をうけたら
… 読んだらいやでも自分の書
く「字」が気になるようになる
かもしれないですよ。この季節、
書初めをしてみませんか。

ટव「つかのまのこと」
著者 / 柴崎 友香
出版 / KADOKAWA
「わたしのほうが
幽霊である、と気づ
いたのは、早い時期
」
であったように思う」
俳優・東出昌大をイ
メージして作品を執筆、さらに
写真家・市橋織江がその文学世
界を撮影した 新しい純文学
ラスト、あなたはその＜結末＞
に、きっと涙する。

※( )内は前月比

■市内の火災
○発生件数… 0件 ( 10 /+ 1)
○死傷者数… 0人 (
0 /‑ 3)
■救急活動
○出動件数…116件 (1,172 /+ 97)
交通事故… 5件 ( 82 /+ 18)
急
病… 79件 ( 783 /+ 54)
そ の 他… 32件 ( 307 /+ 25)
■市内の交通事故など
○発生件数… 51件 ( 625 /‑ 64)
人身事故… 1件 ( 31 /+ 8)
物損事故… 50件 ( 594 /‑ 72)
○死 亡 者… 0人 (
5 /+ 5)
○負 傷 者… 1人 ( 42 /+ 18)
○飲酒運転
検挙者数… 1人 (
7 /+ 1)
◇地 域 別… 久慈分会１人
※ ( ) 内は、１月からの累計 / 前年同期との比較
■市内の犯罪状況など
○総数…101 件(うち空き巣被害11 件)
■ごみの状況 （単位㌧）
11 月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量
うち可燃ごみ

1,079(＋40) 9,242(−32)
921(＋38) 7,886(＋14)

うち不燃ごみ

61(± 0)

493(−53)

うち資源物

97(＋ 2)

863(＋ 7)

一人一日当たり

1,021㌘(+50㌘)

※( )内は、
前年比

■放射線量率(12月３日測定)
測定場所…市役所・山形総合支所
平均値
測定位置
12 月測定 11 月測定
地上高１ⅿ 0.045
0.050
地上高50㎝ 0.045
0.050
地上高５㎝ 0.055
0.055
※測定単位はマイクロシーベルト毎時
◆国の定める基準…0.23 マイクロシーベルト毎時

仏壇、
神仏具、
花環、
葬儀一式

新年のお慶びを申し上げます

くじセレモニーホール

真心をこめた料理をお届け致します。

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館・野田館

《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

24時間体制で受付ております

㈲野場造花仏具店
久慈市十八日町 ☎52 2010

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155

▶日時…１月 17 日㈭ 14 時〜▶会場…アンバーホール視聴覚室▶内容…消費
ƫɤɨɔɞɡʄ
税軽減税率制度の帳簿、請求書の記載事項について▶料金…無料▶講師…久
ǔɯʡʐȿ᥈Є 慈税務署職員
久慈法人会 ☎52-2273
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