
■人口と世帯数（３月３1日現在）
○人　口… 34,763人� 　�（-343）
　　男　… 16,814人� 　�（-153）
　　女　… 17,949人� 　�（-190）
○世　帯… 15,568世帯� �（- 90）
� ※（ ）内は前月比
■市内の火災
○発生件数…  3件� （   6 /+  2）
○死傷者数…  1人� （   2 /+  2）
■救急活動
○出動件数… 87件� （ 298 /- 52）
　交通事故…  1件� （  18 /-  8）
　急　　病… 59件� （ 200 /- 43）
　そ の 他… 27件� （  80 /-  1）
■市内の交通事故など
○発生件数… 71件� （ 191 /- 14）
　人身事故…  0件� （   2 /- 13）
　物損事故… 71件� （ 189 /-  1）
○死 亡 者…  0人� （   1 /-  2）
○負 傷 者… ��0人�（   1 /- 17）
○飲酒運転
　検挙者数…  1人� （   3 /+  2）
◇地��域��別…　山形分会　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

３月のデータ

■放射線量率（４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
4 月測定 3 月測定

地上高１ⅿ 0.045 0.050
地上高50㎝ 0.045 0.055
地上高５㎝ 0.050 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

INFORMATION

　長内市民センターで開催した山野
草教室の受講生と講師の作品の展示
会を開催します。ご鑑賞ください。
▶日時…５月25日㈯～26日㈰
　9時～ 17 時 (26 日は 15 時まで )
▶場所…長内市民センター
問長内市民センター  ☎ 52-7400

　一般事業者向けの消費税の説明会
を開催します。
▶日時…５月28日㈫
　❶10時30分～11時30分
　❷13時30分～14時30分
▶場所…中央市民センター大集会室
▶申込…不要
▶駐車場…市民体育館の駐車場を利
　用ください。　
問久慈税務署  ☎ 5３-4175　

　

　農業者等が組織する団体が有害鳥
獣防除対策事業を行う場合、経費の
一部を補助します。詳しくは問い合
わせください。
▶対象経費…ツキノワグマなど有害
　鳥獣による農作物の被害防止のた
　めに使用する資機材（電気柵など）
▶補助額…対象経費の３分の１以内
　（年額５万円を上限）
問農政課　☎52-2121

　
　岩手県共同募金会は、東日本大震
災被災地の復興に向け、住民同士の
支え合い活動と被災住民を支援する
活動を助成します。助成対象など詳
しくは問い合わせください。
問岩手県共同募金会
　　　　　　　　　☎ 019-6３7-8889

　

《市立図書館》　　　　　☎ 5３-4605
▶開館時間…９時～ 19 時�（土日祝は17時まで）
▶５月の休館日…１日㈬、２日㈭、７日㈫、
　　13 日㈪、20 日㈪、27 日㈪、31 日㈮
■  企画展「緑と水と自然」
　「みどりの月間」に合わせて身近な自
然に関する本を展示・貸し出します。
　▶期間…９日㈭～30日㈭
■��県立図書館巡回展「啄木資料展」
　▶期間…３日㈮～12日㈰
■�図書館映画会
　赤いカーネーション ほか
　▶日時…11 日㈯❶10 時❷14 時30 分
　ぞくぞく村のオバケたち「おおかみ男」ほか
　▶日時…25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…❶11日㈯11時～11時30分
　❷25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…８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…16 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
▶５月の休館日…３日㈮、６日㈪、　　　
７日㈫、13 日㈪、20 日㈪、27 日㈪

久慈「生きるための「正義」を考える本」
監修 / 押谷　由夫
出版 / 学研プラス
　「友達は多いほうがい
い？」といった身近な
ギモンから「死刑制度
の是非」まで、さまざまなジレン
マを取り上げて「正義」につい
て考え方を学ぶ。正解のない問
題に挑むことで、生きる力が身
につき、特別の教科「道徳」がぐ
んと面白くなります。

監修 / 宮内庁侍従職
出版 / 毎日新聞出版
　国民とともに歩み、
心を寄せて幸せと安寧
を祈り続ける天皇、皇
后両陛下。その平成の
御代の足跡を約 200 点の写真
でたどり、ゆかりのお品なども
紹介する。平成 31 年１月と４
月に開催した同名展覧会の図録。

「国民とともに
　歩まれた平成の30年」山形

おすすめ図書

図書館だより
▶応募方法…❶応募テーマ (５点以内 )
�　❷氏名❸年齢❹性別❺職業 (学生は
　学校名・学年 )��❻住所❼電話番号を記
��入の上、はがき、メール、ファク�
��スで応募ください。
▶応募先…住所 /盛岡市内丸 13-1
　 Fax019-625-3595、Mailgeijyutsu72@
　iwate-bunshin.jp
▶応募期限…５月31日㈮必着
▶ HP…http://www.iwate-bunshin.jp/
問実行委員会テーマ募集係 ☎ 019-654-22３5

編 集 後 記
▶今年のGWは10 連休。うれしい
反面、１日号の締切が早く、４月中
旬以降の情報を詳しく掲載でき
ず申し訳ありません。▶広報が配
布されるころはサクラが咲いてい
るのでしょうか？　穏やかな春を
願っています。（中野）

消費税軽減税率制度説明会

セッコク（蘭の一種）作品展示会

3月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量          1,042（- 12） 13,108（- 75）
 うち可燃ごみ 883（-  9） 11,161（- 23）
 うち不燃ごみ 61（±  0） 687（- 64）
 うち資源物 98（-  3） 1,260（+ 11）
一人一日当たり 967㌘（+ 5㌘）

■�企画展「緑あふれる生活、始めませんか？」
　▶期間…～10日㈮
■�企画展「平成を読もう！」
　▶期間…～21日㈫
■県立図書館巡回展「文学賞受賞図書展」
　▶期間…４日㈯～12日㈰
■県立図書館巡回展「啄木資料展」
　▶期間…31日㈮～６月９日㈰

「いわて男女共同参画フェスティバル2019」参加者募集
　山口香さん（筑波大学体育系教授／JOC理事／元オリンピック柔道
選手）による講演、地域防災やLGBTなどに関する分科会が開催されます。
無料送迎バスを運行しますので、お気軽にご参加ください。（要事前申込）
▶日時…６月15日㈯10時～15時30分（送迎バス：７時久慈市役所、7時30分
道の駅やまがた集合）▶会場…アイーナ（盛岡市）▶申込締切…５月20日㈪

男女共同参画サポーター講座　受講生募集
　18歳以上で、男女共同参画やボランティア活動に関心のある受講生を募
集。条件を満たすと「いわて男女共同参画サポーター」に認定されます。
▶期間…６～11月（全６回程度）▶会場…盛岡市など▶料金…テキスト代
1,500円▶申込締切…５月20日㈪�　���� 問地域づくり振興課　☎52-2116

Ｌｅｔ’ｓ
男女共同参画

交通指導員募集

生活環境だより

有害鳥獣侵入防止柵の設置補助

被災地の支え合いに助成

第72回岩手芸術祭の「テーマ」募集

●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

ちだ医院小児科・内科
アレルギー科

その他の時間変更はWEBにてご確認下さい。

お知らせ
4/29 ㈪ ～ 5/6㈪　休診
5/25 ㈯　 休診

☎0194－75－3722

小児科・アレルギー科・内科
診療案内  

休診日：水曜・祝日
病児保育室
そらまめを併設。（　 　） ５/18 ㈯

５/25 ㈯
臨時休診

長内館・川貫館・野田館

そらうみ法律事務所
（旧久慈ひまわり基金法律事務所）

www.soraumi-law.com

残りわずか

営業時間 ： ～ ： 久慈市川崎町 　YKビル1階
※要予約TEL

2019 年５月１日より事務所名が変わりました

無料法律相談会

5/10 ㈮・5/11 ㈯
各日先着 6名様

定着
記念 実施

■教育委員
　会議の予定

▶日時…５月21日㈫�15時30分～
▶会場…市役所�３階�第１会議室　問教育総務課 ☎ 52-2154

▶�主な業務…❶通学時の児童・生
徒の安全確保❷小・中学校等で
の交通安全教室❸イベント時の
歩行者の安全確保

▶ 応募資格…普通自動車運転免許
証を保有し健康な人

▶ 応募方法…生活環境課へ履歴書
を提出してください。後日面接
の日程を連絡します

▶申込期限…５月 31 日㈮
問生活環境課　☎ 54-800３
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