
４月のデータ

INFORMATION

　朝食は、午前中のエネルギー源になる大切な食事です。生活リズムを整
えるためにも、朝食を食べて１日をスタートしましょう。
　朝食が食べられないのは、朝の過ごし方だけに問題があるのではありま
せん。夜寝るのが遅いから朝はぎりぎりまで寝ている、夕食の量が多いから
朝は食べたくないというように、生活全般を見直すことも必要です。
　朝食習慣をつけるため❶夕食は早めに、軽めに食べる❷早寝、早起きで
朝の時間を確保する❸短時間で調理し、食べられる食材を買い置きする❹
ごはん、おかずを冷凍・冷蔵で常備するなど日ごろから環境を整えましょう。
　野菜は１日350ｇ 以上をとることが目標とされています( 健康日本21)。朝
食にゆでた野菜を準備するなど朝食習慣をつけることで目標摂取量に近づ
くことができますね。   　　　　　　　　　　問保健推進課　☎61-3315

元気健康だより

　６月の市県民税と７月の国民健
康保険税で、個人に課税される市税
の納付書は全て送付されます。（年
度途中の課税や更正は除く）市役
所・各支所、金融機関、コンビニまた
は郵便局窓口で納付してください。
　市税は口座振替でも納付ができ
ます。口座振替の申し込みは市内金
融機関、市役所などで受け付けて
いますのでご利用ください。

問収納対策課　☎52-2368

市税の口座振替
納税だより

６月は食育月間～朝食を食べて１日をスタートしよう！

●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

その他の時間変更はWEBにてご確認下さい。

お知らせ
6/14 ㈮ 16：30 までの診療
6/23 ㈰ 休日当番医
　　　　※17：00 まで
6/29 ㈯ 休診

ちだ医院小児科・内科
アレルギー科

☎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。

長内館・川貫館・野田館

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

そらうみ法律事務所
あなたの明日に青空を

SORAUMILAWOFF ICE

債務整理

成年後見 不動産 交通事故

相続 遺言 離婚

　船舶運航技術者を育成している宮
古海上技術短期大学校がオープン
キャンパスなどを開催します。

【オープンキャンパス】
　在校生の案内により、学校体験が
できます。
▶期日…６月 29 日㈯、７月 20 日㈯、
　10 月 12 日㈯
▶会場…宮古海上技術短期大学校
　（宮古市磯鶏 2-5-10）

【学校説明会 in 仙台】
▶日時…６月 22 日㈯❶ 10 時～ 12
　時❷ 13 時～ 15 時
▶会場…TKP 仙台カンファレンス
　センター（仙台市青葉区花京院
　1-2-3）
問宮古海上技術短期大学校教務課
  　　　　　　　☎ 0193-62-5316

　

　B 型肝炎被害対策東北弁護団が、
B 型肝炎訴訟について、弁護士によ
る無料電話相談を行います。
▶日時…６月 28 日㈮ 10 時～ 18 時
▶対象…B 型肝炎患者またはその家
　族（患者が死亡の場合、相続人）
▶相談電話…022-266-8220/022-266-
　　8221　　
問 B 型肝炎被害対策東北弁護団事
務局　☎0120-76-0152

　
▶日時…６月16日㈰８時30分～15時
▶会場…陸上自衛隊岩手駐屯地
　（滝沢市後 268-433）
▶内容…音楽隊による演奏、戦車の
　体験搭乗、装備品展示など
問陸上自衛隊岩手駐屯地 

 ☎ 019-688-4311　　　

　　
《市立図書館》　　　　　☎ 53-４605
▶開館時間…９時～ 19 時
　　　　　（土日祝は 17 時まで）
▶６月の休館日…3 日㈪、10 日㈪、17
日㈪、24 日㈪
■  県内連携企画展「禁煙について考える」
　▶期間…１日㈯～13日㈭
■��県立図書館巡回展「文学賞受賞
図書展」

　▶期間…14日㈮～23日㈰
■��企画展「水族館に行こう！」
　▶期間…27日㈭～７月21日㈰
■ 図書館映画会
　ジャックと豆の木 ほか
　▶日時…８日㈯❶10 時❷14 時30 分
　からすのパンやさん ほか
　▶日時…22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…８日㈯11時～11時30分
　　　　　22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 …20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
▶６月の休館日…３日㈪、10 日㈪、17
　　　　日㈪、24 日㈪

久慈「楽しむ !極める !キャンプ完全ガイド」
監修 / 木村東吉
出版 / 西東社
　初心者からベテラン
までキャンプがもっと
楽しめる！失敗しない
道具選びや料理、BBQ、火の起
こし方などキャンプ通が教える
便利ワザが満載。さあ、キャンプ
に出かけよう！

著者 / いとうみく
出版 / 静山社
　いつもと同じ光景、
いつもと同じ朝食、い
つもと同じ朝、中学３
年生の涼平の父親が、
逮捕された。容疑は殺人 ―。
真相も知らされないまま、突如

「加害者家族」となった少年の、
再生とゆるしの物語。

「羊の告解」山形

おすすめ図書

図書館だより
　国内の QR コード決済サービスを
一本化し、便利に支払いができる「統
一 QR 普及事業」の事業者向け説明
会を開催します。
▶日時…６月17日㈪❶14 時～❷18 時～
▶会場…市役所３階・車庫棟会議室２・３
▶対象…小売・飲食・サービス業
▶費用…無料
▶申込期限…６月14日㈮
問久慈商工会議所経営支援課  ☎ 52-1000　

編 集 後 記
▶年号が平成から令和となり１カ
月が経過。まだ平成と書く癖は抜
けません▶平成を振り返ると、一
番印象に残っているのは、以前担
当していた「もぐらんぴあ」の復
興事業。６月下旬からクラゲの展
示が増加されるので、癒されたい
人は必見です（中野）

■�企画展「絵本受賞図書展」
　▶期間…６月１日㈯～７月２日㈫
■�企画展「季節を楽しむ保存食常備
菜のすすめ」

　▶期間…６月20日㈭～７月17日㈬
■県立図書館巡回展「啄木資料展」
　▶期間…５月 31日㈮～６月９日㈰

B型肝炎訴訟無料電話相談

岩 手 駐 屯 地 一 般 公 開

統一QRコート 普゙及事業説明会宮古海上技術短期大学校
オープンキャンパス・学校説明会

■危険物安全週間　6 月２日㈰～６月８日㈯
　　「  無事故への　構え一分の　隙も無く 」

■税などの納期 ●市県民税　(１期)…７月１日㈪
●学校給食費(２期)…６月26日㈬

■教育委員
　会議の予定

▶日時…６月 21 日㈮ 15 時 30 分～▶会場…市役所３階・
第１会議室　※傍聴できます　 問教育総務課  ☎ 52-215４

■人口と世帯数（４月30日現在）
○人　口…　34,821人 　 （+　58）
　　男　…　16,840人 　 （+　26）
　　女　…　17,981人 　 （+　32）
○世　帯…　15,654世帯  （+　86）
 ※（　）内は前月比
■市内の火災
○発生件数…　　1件 （　　　7　/±　　0）
○死傷者数…　　0人 （　　　2　/+　　2）
■救急活動
○出動件数…　67件� （　365　/-　82）
　交通事故…　　2件 （　　20　/-　　8）
　急　　病…　45件� （　245　/-　71）
　そ　の　他…　20件 （　100　/- 　3）
■市内の交通事故など
○発生件数…　54件 （　245　/-　14）
　人身事故…　　2件 （　　　4　/-　13）
　物損事故…　52件 （　241　/+　　3）
○死　亡　者…　　0人 （　　　1　/-　　2）
○負　傷　者…  2人 （　　　3　/-　19）
○飲酒運転
　検挙者数…　　1人 （　　　4　/+　　3）
◇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…2 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（５月８日測定）
 測定場所…市役所・山形総合支所

測定位置 平均値
5 月測定 4 月測定

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

※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

4 月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量 1,157（+　39） 1,157（+　39）
 うち可燃ごみ 978（+　47） 978（+　47）
 うち不燃ごみ 69（-　　2） 69（-　　2）
 うち資源物 110（-　　6） 110（-　　6）
一人一日当たり 1,108㌘（+　54㌘）

広報くじ№31819


