INFORMATION
相続登記の登録免許税を免除
2021年３月31日まで期間、下記の
条件に該当する土地の相続登記につ
いて、登録免許税が免税される場合
があります。詳しくは、ホームペー
ジを確認ください。
❶相続により土地を取得した人が相
続登記をしないで死亡した場合に、
死亡した人名義とする相続登記
❷市内の土地のうち、不動産の価格
が10万円以下の土地の相続登記
▶ＨＰ…http://houmukyoku.moj.
go.jp/morioka/page000255.html
盛岡地方法務局二戸支局
☎0195‑25‑4811

相続登記はお済みですか月間
期間中は、各会員事務所での相続
に関する無料相談や特設相談会場を
設置します。

■特設無料相談所
▶日時…２月中の毎週金曜日 10時〜12時
▶会場…岩手県司法書士会館（盛岡）
▶予約…不要（直接会場にお越しください）
■司法書士事務所における無料相談
▶期間…２月中の平日
▶会場…県内の各司法書士事務所
■無料電話相談
▶期間…２月中の平日 10時〜13時
▶相談電話番号…0120‑823‑815
岩手県司法書士会 ☎019‑622‑3372

暮らしと事業の電話無料相談会
２月22日は「行政書士記念日」で
す。これに合わせ、相続・遺言、各
種許認可申請などの手続きについて
行政書士が相談に応じる、電話無料
相談会を実施します。
▶日時…２月22日㈮10時〜15時
▶相談電話番号…019‑623‑1555
岩手県行政書士会 ☎019‑623‑1555

不完全だと漏水の原因となりますの
で、必ず最後まで回し切ってくださ
い。
水道事業所 ☎ 52‑2189
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▶新成人の皆さん、成人おめでと
うございます！ 平成10 年生ま
れがもう20 歳。改めて年を取った
と感じる成人式でした。▶中村拳
梧さん、小袖英人さんの２人が箱
根駅伝出場！ ご家族の協力によ
り同時取材が実現できました。今
後の活躍にも注目ですね。
（中野）
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ていますので受診するようにしましょう。
（有効期限：３月31日）
保健推進課 ☎61‑3315

修理専門店

２月のお知らせ

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

２㈯ 休診
16㈯ 11:00までの
診療
ちだ医院
☎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

27 広報くじ№310

水道を使用しない場合は、水抜き作
業など凍結対策を行ってください。
手動式の水抜栓の場合、回し方が
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院で健診を受け、口腔状態をチェックしましょう。
市では、40歳の歯科健診（無料）を実施しています。今年度の対象は、昭和
53年４月２日〜昭和54年４月１日生まれの人です。対象者には案内を送付し

久慈市門前37 56 26

冬期間中は水道管が凍結し破裂す
る事故が多くなります。外気温がマ
イナス４℃以下になる場合や長期間
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日本人が歯を失う主な原因をご存じですか？ 実は、歯を失う原因のほと
んどが歯周病であり、30〜40代で急増します。歯周病はひどくなるまで自覚
症状がないことが多いため、気づいたときには進行していることもあります。
歯ぐきの不快感（痛む、ムズムズする）、口臭が気になる、歯磨き時の歯ぐき
からの出血などの症状がある場合には、早めに歯科医院を受診しましょう。
歯周病を予防するには、規則正しい食生活・丁寧なブラッシングが大切で
す。歯間ブラシやデンタルフロスの使用も効果的です。また、定期的に歯科医

小児科・内科
アレルギー科

水道管の凍結にご注意ください

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

市では、運転免許証を自主返納
された人に12,000円分を上限に、
べっぴん商品券などを交付してい
ます。詳しくは問い合わせください。
▶対象者…平成30年４月１日以降
にすべての運転免許証を自主返
納した65歳以上の市民
▶申請方法…次のものを生活環境
課へ持参し申請❶申請書❷運転
免許証の取消通知書または運転
経歴証明書の写し❸印鑑
生活環境課 ☎54‑8003

久慈ひまわり基金
法律事務所
謹賀
新年

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）
▶２月の休館日…４日㈪、12 日㈫、
18 日㈪、25 日㈪、28 日㈭
■ 企画展「インドアの楽しみ！」
寒いこの季節に室内で楽しく過ご
すことができるような本を展示・貸

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

裁判員制度10 周年にあたりキャッチコピーを募集します。
ƫᗲҠֻҨࢠ
詳しくは盛岡地方裁判所のホームページを確認ください。
ǔɒʈɨɦɘɹʡӬᦲ ▶募集期限…３月20 日㈬
盛岡地方裁判所☎019‑622‑3342

■人口と世帯数(12月31日現在)
○人 口… 35,199人
(‑ 28)
男 … 17,011人
(‑ 8)
女 … 18,188人
(‑ 20)
○世 帯… 15,670世帯 (‑ 16)
※( )内は前月比

■市内の火災
○発生件数… 0件 ( 11
○死傷者数… 0人 (
0
■救急活動
○出動件数…109件 (1,281
交通事故… 3件 ( 85
急
病… 78件 ( 861
そ の 他… 28件 ( 335
■市内の交通事故など
○発生件数… 69件 ( 694
人身事故… 3件 ( 34
物損事故… 66件 ( 660
○死 亡 者… 0人 (
5
○負 傷 者… 3人 ( 45
○飲酒運転
検挙者数… 0人 (
7
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「天皇と元号の大研究
ટव 日本の歴史と伝統を知ろう」
監修 / 高森 明勅
出版 / PHP 研究所
日本国と国民統合
。
の象徴である「天皇」
「天皇」と「元号」につ
真
いて、たくさんの写真
りやすく解
や資料とともに分かりやすく解
説し、歴代の125人の天皇のなか
から29人の業績と元号を紹介す
る。

診療案内

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。

小児科・アレルギー科・内科

関上こども
クリニック

破産 成年後見 不動産登記

TEL0194

▶期間…〜 19 日㈫
■企画展「山形図書館ベストリーダ展」
▶期間…７日㈭〜３月 20 日㈬
■企画展「親子で楽しめる絵本展」
▶期間…20 日㈬〜４月３日㈬
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出します。
▶期間…〜 20 日㈬
■県立図書館巡回展「平民宰相と呼ばれた男」
平民宰相と呼ばれた原敬の生涯や
業績に関する図書を巡回展示します。
▶期間…22 日㈮〜３月３日㈰
■図書館映画会
「二度と通らない旅人」ほか
▶日時…９日㈯❶10 時❷14 時30 分
「ひなまつり」ほか
▶日時…23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…❶９日㈯11 時〜11 時30
分❷ 23 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…21 日㈭❶４・５カ月児…10
時10 分〜❷６カ月児…13 時30 分〜
▶会場…元気の泉
■朗読劇ユニット やまねこけん
「風のでんわ」ほか
▶日時…２日㈯ 14 時〜

相続 遺言 離婚 債務整理
など何でもご相談下さい

《山形図書館》
☎ 72‑3711
▶開館時間…10 時〜 18 時
▶２月の休館日…４日㈪、11 日㈪、
12 日㈫、18 日㈪、25 日㈪
■企画展「ハッピーバレンタイン」

休診日：水曜・祝日

（

）

病児保育室
そらまめを併設。

久慈市長内町24‑98‑2

☎0194−75−3722

2/15

㈯
午後臨時休診

2/17㈰
当番医

Ȥȳȳɛూங
૨「柳は萌ゆる」
著者 / 平谷 美樹
出版 / 実業之日本社
知られざる、もう
一つの戊辰戦争！
維新の動乱に立ち向
かった、盛岡藩の若
新しい世に
き家老・楢山佐渡。新しい世に
ふさわしい政の実現を志した男
の、苦悩と激烈なる生きざまを
描いた歴史長編です。

メモワール・ノヴァ
長内館・川貫館・野田館
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■市内の犯罪状況など
○総数…104 件(うち空き巣被害11件)
■ごみの状況 （単位㌧）
12 月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量

979(‑ 77) 10,221(‑109)

うち可燃ごみ

821(‑ 71) 8,707(‑ 57)

うち不燃ごみ
うち資源物

52(‑ 7)

545(‑ 59)

106(+ 1)

969(+ 8)

一人一日当たり

897㌘(‑ 58㌘)

※( )内は、
前年比

■放射線量率(１月７日測定)
測定場所…市役所・山形総合支所
平均値
測定位置
1 月測定 12 月測定
地上高１ⅿ 0.060
0.045
地上高50㎝ 0.065
0.045
地上高５㎝ 0.065
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

《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

1)

※ ( ) 内は、１月からの累計 / 前年同期との比較

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155

▶日時…３月９日㈯ 15 時〜▶会場…盛岡市民文化ホール（マリオス）
ƫᦍ̉ᏸᗏᦓࠇਝ
▶入場料…無料（会場で入場整理券を配布）▶出演…岩手駐屯地音楽隊、
2019.２.１号 26
ǔ߽٘ޔ ;ۺ岩手駐屯地巌鷲太鼓部ほか
陸上自衛隊岩手駐屯地 ☎019‑688‑4311

