
　　 

　子どもから高齢者まで気軽に楽し
めるマレットゴルフ。みんなで、気持
ちのいい汗を流しませんか。
▶日時…６月２日㈰９時～
▶場所…宇部マレットゴルフ場
▶対象…小学４年生以上の市民
▶定員…100人
▶申込期限…５月15日㈬
問生涯学習課　☎52-2156

　試験案内・受験願書は久慈消防署・
山形分署で配布します。
▶日時…７月６日㈯
▶場所…市防災センター
▶申込期間…❶電子申請 /５月７日
　㈫～５月14日㈫❷書面申請 /５月
　10日㈮～５月17日㈮
▶ HP…https://www.shoubo
　　-shiken.or.jp/branch/03iwate/
問久慈広域連合消防本部予防保安係

　☎53-0119

　ポールを持って歩く「ノルディッ
クウォーキング」の体験教室を開催
します。
　用具は無料で貸し出します。
▶日時…５月17日㈮９時～15時
▶会場…種差海岸
　※市民体育館からバスで移動
▶定員…15人
▶料金…無料
▶申込期限…5月16日㈭
問市民体育館　☎61-3353

くらしの情報
本　庁　舎�  ☎52‐2111
山形総合支所�  ☎72‐2111
※�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
らも掛けられます
久慈市市外局番【0194】

INFORMATION

 

ポテロールキャベツ

いきいきキッチン

■材料（２人分）

問久慈市食生活改善推進員協議会　☎ 61－3315
  今月の担当：久慈２地区食生活改善推進員

キャベツは、中心部の柔らかい葉を使うと食べやすくなります。

　現在、久慈地区ごみ焼却場の長寿
命化工事を行っています。工事期間
中は、ごみを焼却できる量が少なく
なることに加え、可燃系粗大ごみを
破砕する設備が使用できない期間が
多くなります。
　工事期間中は、「水分が多く燃え
にくい草木」や「可燃系粗大ごみ」
の持ち込みを避けていただくようご
協力をお願いします。
※可燃系粗大ごみ…
　畳・家具類などごみ集積場に出せ
ない大きさのもの
▶ごみ焼却場工事期間…
　５月10日㈮～10月31日㈭
問生活環境課　☎54-8003

●固定資産税(１期)…５月７日㈫
●軽自動車税(全期)…５月31日㈮
●学校給食費(１期)…５月27日㈪　

▶申込期限…５月 15 日㈬
問建設企画課　☎ 52-2120
問山形総合支所産業建設課  
　　　　　　　　　　　☎ 72-2129

　７月21日に執行される久慈市議会
議員選挙に立候補を予定している人
を対象に説明会を開催します。
▶日時…５月 22 日㈬ 14 時～
▶会場…市役所 ３階 大会議室
▶出席人数…１候補者につき３人まで
問市選挙管理委員会 ☎ 52-2111 内線 472

　工業統計調査は国の工業の実態を
明らかにすることを目的とした統計
法に基づく報告義務がある重要な統
計調査です。調査結果は中小企業施
策や地域振興などの基礎資料として
利活用されます。
　調査時点は６月１日。調査への回
答をお願いします。
問地域づくり振興課　☎ 52-2116

　J アラート（全国瞬時警戒システ
ム）の全国一斉情報伝達訓練として、
防災行政無線によるテスト放送を行
います。ご協力をお願いします。
▶日時…５月15日㈬11時ごろ
▶放送内容…
　（上りチャイム音）
　「これはＪアラートのテストです」×３回
　「こちらは防災久慈広報です」
　（下りチャイム音）
問消防防災課　☎52-2173

　　久慈市懲戒処分等の公表基準に基
づく、 平成30年10月1日から平成31
年3月31日までの該当処分はありま
せん。

　水泳・ウォーキング・筋力や脚
力アップの各教室を開催しています。
１回 30 分のプログラムです。詳しく
は問い合わせください。
▶対象…18歳以上
▶定員…１教室10人
▶費用…１教室１回300円
　※１カ月分前納
▶申込期限…実施月の前月末日まで
問福祉の村屋内温水プール  

 ☎53-9292

▶訓練科…OA ビジネス科
▶訓練内容…パソコンを活用した事
　務処理（文書作成、表計算など）、
　企業実習
▶期間…６月４日㈫～10月３日㈭
▶時間…９時～15時50分
▶訓練場所…久慈高等職業訓練校　
▶定員・受講料…14名・無料
▶応募締切…５月21日㈫
問ハローワーク久慈   ☎53-3374

　　日本赤十字社の活動は、理念に賛
同して加入した人からいただく会費
と広く一般の人や企業から寄せられ
る活動資金に支えられています。
　同社では５月を赤十字会員増強運
動月間とし、新規加入者や加入して
いる人からの会費を募集します。皆
さまのご協力をお願いします。
問日赤久慈市地区（社会福祉課内） 
　　　　　　　　　　　☎ 52-2119

温 水プールで 健 康 増 進 3/１６〜4/１５ 届け出分（敬称略）

♥結婚おめでとう� （�）内は旧姓

★誕生おめでとう�（�）内は保護者名

◆お悔み申し上げます�（�）内は年齢

募　　集

　　青森県から東京までランニングと
自転車で東日本大震災の被災地を縦
断するリレーを開催。久慈区間をゲ
ストランナーと走りませんか。詳細
は HP をご覧ください。
▶実施日…❶７月25日㈭（八戸～久慈）
　　　　　❷７月26日㈮（久慈～宮古）
▶参加料…無料
▶申込期限…５月28日㈫
▶ＨＰ…http://www.1000km.jp
問生涯学習課　☎52-2156

　　震災復興イベント「碁石海岸で囲
碁まつり」を久慈市で開催します。詳
しくは問い合わせください。

「囲碁まつり」
▶日時…５月９日㈭13:45～14:45
▶会場…アンバーホールホワイエ
▶内容…カンタン囲碁入門講座、交
　流碁会など

「音楽祭」
▶日時…５月９日㈭15:00～17:10
▶会場…アンバーホール小ホール
▶内容…講演「純碁革命～10分で覚
　える囲碁」、久慈音楽祭 ( 久慈高
　マンドリン部、心の唄バンドなど)

「碁縁列車・囲碁列車・音楽列車」
▶日時…５月10日㈮ 9:50三鉄久慈駅発
▶内容…三陸鉄道列車内でペア碁大
　会、棋士指導碁、交流対局、コン
　サートなど
問碁石海岸で囲碁まつり実行委員会（木谷）

　☎080-7991-4761

Jアラート全国一斉情報伝達訓練

危 険 物 取 扱 者 試 験

問アンバーホール　☎ 52－2700
アンバーホールのイチ押し

住宅名 戸数 家賃 （ 月額 ）
さいわい 団 地 1 16,500～24,600円
新 川 井 団 地 １ 18,900～28,100円

職業訓練の受講生募集

市民マレットゴルフ大会

｛A

お知らせ

工業統計調査に協力を

市営住宅空きあります

久 慈 市 懲 戒 処 分 等 の 公 表

日本赤十字社の会費に協力を
ノルディックウォーキング教室

未来（あした）への道
1000 ㎞縦断リレー2019

碁石海岸で囲碁まつりin久慈

税 な ど の 納 期

ごみ焼却場への草木・可燃系
粗大ごみの持込み自粛の協力を

アンバーホール開館 20 周年記念事業

久慈・ベートーヴェン交響曲連戦演奏会vol.3
　名作の森～運命＆田園～

日　時／６月 23 日㈰ 14 時開演（13 時 30 分開場）
会　場／アンバーホール大ホール
料　金 ／【全席指定】　一般 3,000 円 ( 友の会 2,500 円 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高校生以下1,000 円（友の会 500 円）
　　　　※未就学児の入場はご遠慮願います。
　　　　　（事前申込制の託児所を開設します）
演奏曲／交響曲第５番「運命」、ピアノ協奏曲第４番、
　　　　交響曲第６番「田園」

©Ai Ueda

出　演／指揮：茂木大輔　ピアノ：長富彩
　　　　管弦楽：山形交響楽団

【チケット販売予定】
  一般発売：５月４日㈯
  市内プレイガイド：アンバーホール、一誠堂、
　　　　　　　　　  みどり書店、おらほーる

市議会議員選挙
　　立候補予定者説明会

〔久慈地区〕▷久慈隼也・暢佳（中 ）▷播磨
広也・亜由美（根井）▷坂本一治・真弓（蕪田）
〔長内地区〕▷下坪秀司・佳恵（木村）
〔宇部地区〕▷小袖寛明・麻優（田中）

〔久慈地区〕▷田澤定
じょう

（勇樹）▷菅原翠
あき と

人（朝日）
▷山形咲

さく た

太（栄貴）▷新田絃
いと は

葉（孝志）
〔長内地区〕▷卯道昇

しょうり

利（孝幸）▷佐々木優
ゆ あ

愛（直
史）▷渡部晴

はる

（将）
〔宇部地区〕▷大下蘭

らん

（太）
〔侍浜地区〕▷田村勇

はや と

人（憲史）▷久慈朝
あさ ひ

陽（翔
介）
〔山形地区〕▷清水頭功

こうせい

星（宏哉）▷栁久保
聡
さと や

也（一幸）

〔久慈地区〕▷村田信孝（66）▷佐々木由男
（90）▷嵯峨ハナ（85）▷佐々木大希（27）▷
矢田部篤（87）▷宮澤ヤス（87）▷横濱ヤスヱ
（91）▷小向榮（94）▷澤里正見（84）▷堀越
健一（49）▷類家ヨリ（86）
〔長内地区〕▷米澤達也（71）▷山本清一郎（94）
▷下道宮三（77）▷田子内フミ（90）▷二子キ
ヌ（94）▷大矢政次郎（85）▷関合イシ（94）
▷四役愛子（74）
〔小久慈地区〕▷鹿糠一郎（80）▷内坪忠志（70）
▷山口幸雄（70）
〔大川目地区〕▷村田英子（76）▷下舘カス（94）
〔夏井地区〕▷生平ヨシノ（91）▷本波ユキ（88）
〔宇部地区〕▷久世弘子（82）▷坂本恒（78）
▷小袖セツ（87）▷澤里勲（84）▷山田トミノ
（97）▷伊川種義（71）
〔侍浜地区〕▷ 原良夫（86）▷沢口忠一（82）
▷桑田繁雄（75）
〔山根地区〕▷畑澤ヨシ（78）
〔山形地区〕▷火石マキ（95）▷下屋敷フミ子
（63）▷上有谷光夫（80）▷清水川忠志（76）

1アスパラガスは半分の長さ、ニンジンも同じ長さに切り、それぞれ硬めにゆでる。ジャガイモ
　はゆでてつぶす。ブロッコリーはゆでておく。
2キャベツの葉は芯の部分を削ぎ、ゆでる。
3リンゴは皮をむき、細切りにする。皮はみじん切りにする。
4ひき肉にリンゴの皮、パン粉、卵、こしょうを入れ混ぜる。
5キャベツの葉にひき肉とジャガイモをのばし、ニンジン、アスパラガス、リンゴを置いて巻く。
6鍋に A を入れ、5を入れて煮込む。火が通ったら盛り付け、1のブロッコリーを添える。

ニンジン……… 16g
アスパラガス…２本
リンゴ……… 1/4 個
リンゴの皮…… 40g
ジャガイモ…小２個

キャベツ……… 2 枚
ひき肉……… 120g
卵………………適量
パン粉………… 16g
こしょう……… 少々

トマトケチャップ …大さじ 4
中濃ソース… 大さじ 1
水…………… 150㏄
ブロッコリー…適量

【1 人分…259kcal ／食塩相当量 1.6g】
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