
■人口と世帯数(1月31日現在)
○人　口… 35,164人 　 (- 35)
　　男　… 16,999人 　 (- 12)
　　女　… 18,165人 　 (- 23)
○世　帯… 15,658世帯  (- 12)
 ※( )内は前月比
■市内の火災
○発生件数…  2件 (   2 /±  0)
○死傷者数…  1人 (   1 /+  1)
■救急活動
○出動件数…111件 ( 111 /- 18)
　交通事故…  7件 (   7 /-  5)
　急　　病… 74件 (  74 /- 15)
　そ の 他… 30件 (  30 /+  2)
■市内の交通事故など
○発生件数… 66件 (  66 /+ 10)
　人身事故…  0件 (   0 /-  6)
　物損事故… 66件 (  66 /+ 16)
○死 亡 者…  0人 (   0 /-  1)
○負 傷 者…   0人 (   0 /-  7)
○飲酒運転
　検挙者数…  1人 (   1 /+  1)
◇地 域 別…　小久慈分会　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…7件(うち空き巣被害0 件)
■ごみの状況　（単位㌧）

※( )内は、前年比
■放射線量率(２月４日測定)
 測定場所…市役所・山形総合支所

測定位置 平均値
2 月測定 1月測定

地上高１ⅿ 0.055 0.060
地上高50㎝ 0.060 0.065
地上高５㎝ 0.060 0.065

※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
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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

診療時間変更のお知らせ
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平成31年2月12日㈫より

藤田皮膚科医院
久慈市川崎町12-18　☎0194-52-8700

診療時間 午前9：00～12：00
木・日・祭日は休診

㈲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
仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

長内館・川貫館・野田館

●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

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

３月のお知らせ

　3月は予防接種週間です。
　3月の診療時間の変更予定
はございません。

久慈ひまわり基金
法律事務所

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

相続
破産

遺言 離婚 債務整理
成年後見 不動産登記

など何でもご相談下さい

謹賀
　新年

　今、通っている高校の雰囲気になじめない、
体調不良で出席日数が足りない、友人との関係
で高校に通えなくなってしまった高校生の皆さ
ん、全日制の高校に進学する自信のない中学３
年生の皆さん、公・私立高校の受験が終わって
からも受験できるなど、興道舘ならではの特色
があります。「高校卒業をあきらめないー」。

転編入・新入学（中３年）
相談随時受付中

興道舘高等学院
久慈市十八日町1‒27（中の橋通り）☎53‒3808

https://koudoukan.jimdo.com/

広域通信制高校サポート校

　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
問盛岡財務事務所  ☎ 019-625-3353
　

　東北財務局盛岡財務事務所では、
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
止のための出前講座を行っています。
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
軽に問い合わせください。
問盛岡財務事務所 ☎ 019-625-3353

　

　文化・体育分野における功績をた
たえ、教育奨励賞、市民文芸賞、ス
ポーツ奨励賞、少年スポーツ奨励賞
の表彰式を開催します。観覧は自由
です。
▶日時…３月８日㈮ 16 時～
▶会場…アンバーホール　小ホール
問教育総務課　☎ 52-2154
　

　久慈市や市内の民間企業５社が出
資する自治体新電力「久慈地域エネ
ルギー株式会社」は、２月１日より
一般家庭にも電力供給を開始してい
ます。
▶対象…従量電灯B（30 ～60㌂）、従
　量電灯C　
▶契約申込先…㈱細谷地 ☎53-2305
問久慈地域エネルギー㈱ ☎52-8285

《市立図書館》　　　　　☎ 53-4605
▶開館時間…９時～ 19 時
 （土日祝は 17 時まで）
▶３月の休館日…４日㈪、11 日㈪、
　18 日㈪、25 日㈪
■  企画展「春が来た！」
　春のお話や絵本、春の天気や行事
についての本を展示・貸出します。
　▶期間…14 日㈭～４月７日㈰
■ 図書館映画会
　「雪渡り」ほか
　▶日時…９日㈯❶10 時❷14 時30 分
　「トム・ソーヤの冒険」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
■うさこちゃんの部屋　
　ボランティアによる絵本の読み聞かせ
　▶日時…13 日㈬ 11 時～ 11 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…22 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
▶３月の休館日…４日㈪、11 日㈪、
　14 日㈭、15 日㈮、18 日㈪、21 日
　㈭、25 日㈪

「ボク、もぐらんぴあ」
著者 /朝日小学生新聞
出版 /朝日学生新聞社
　東日本大震災で全壊
した久慈地下水族科学
館「もぐらんぴあ」が
2016 年に再オープンするまで
の軌跡をさかなクンのイラスト
満載のお魚図鑑とともに紹介し
ます。

著者 /福士　俊哉
出版 / KADOKAWA
　「黒いピラミッドが
見える…あのアンクは
呪われているんだ…」
聖東大学で起きた殺人
事件。専任講師の日下美羽は「呪
われたアンク」に導かれるよう
にエジプトの地へ降り立つ。た
どり着いた砂漠の果ての呪われ
た遺跡で美羽が目にしたものは
…　岩手県盛岡市出身の作家に
よるホラー大賞最後の受賞作。

「黒いピラミッド」

は

人
美羽は「呪

図書館だより
▶撮影条件…久慈に関係する写真
　※紙面の都合により掲載されない場
　合もありますのでご了承ください
▶応募方法…氏名（ペンネーム可）、
　住所、撮影日、撮影場所、写真の　
　タイトル・説明を記入し、メール
　送付または、写真データを持参
　問地域づくり振興課　☎ 52-2116
　　　matizukuri@
　　　city.kuji.iwate.jp

▶今年は雪が少ないので、取材の
移動が楽なのがありがたいのです
が、寒さは厳しく、我が家の水道管
が一部破損。皆さんしっかり水抜
きを。▶職場でもインフルエンザ
にかかった人がちらほら。うがい・
手洗い・マスクで予防しています
が感染が心配です。

多 重 債 務 相 談 窓 口

出 前 講 座 の ご 案 内

１月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量 1,010(+ 16) 11,231(- 93)
 うち可燃ごみ 871(+ 22) 9,578(- 35)
 うち不燃ごみ 52(+  5) 587(- 64)
 うち資源物 96(-  2) 1,066(+  7)
一人一日当たり 926㌘(+ 27㌘)

■ 企画展「山形図書館ベストリーダ展」
　▶期間…～ 20 日㈬
■ 企画展「親子で楽しめる絵本展」
　▶期間…～４月３日㈬
■ 企画展「新しい自分探しの旅へ！」
　▶期間…９日㈯～４月７日㈰
■県立図書館巡回展「平民宰相と呼ばれた男」
　▶期間…８日㈮～ 17 日㈰

　一緒に余生を楽しむはずだった妻に先立たれ、70
歳で再就職を決意したベン（ロバート・デニーロ）。就
職先では、仕事と家庭の両立に悩む女性社長や、謝
罪をメール１本で済ませる若者を諭します。自分の意
見を押し付けず、相手の考え方を尊重したスマート
な振る舞いに、人付き合いの極意を学べる映画です。
▶日時…３月16日㈯14時開演
▶会場…アンバーホール　小ホール
▶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

問地域づくり振興課　☎52-2116

©2015 Warner Bros 
Entertainment Inc.
All Rights Reserved.

　使用済み小型家電から抽出した
金属で、東京オリンピック・パラリ
ンピックのメダルをつくる「都市鉱
山からつくる！みんなのメダルプロ
ジェクト」の一環として、市役所内で
携帯電話の回収を実施しておりま
したが、必要量を確保できる見通し
となったため、３月31日で回収を終
了します。引き続き、最終日までご
協力をよろしくお願いします。

問生活環境課　☎54-8003

教 育 奨 励 賞 等 表 彰 式

自治体新電力が一般家庭に電力供給

皆さんの写真を広報くじに掲載
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