
５月のデータ

INFORMATION

　共働き世帯が増加している現代では、家事や育児、介護の分担が大切で
すが、初めての家事は何かと戸惑うことが多いもの。今回は、家事に取り
組む男性が妻から言われてガックリきた一言を紹介します。
●「育児していると思ってるかもしれんけど全然やで」と言われた。（30代）
●「落第点」と言われた。せめて「まあまあ」と言ってほしい。（50代）
●洗濯物を干したが「こんな干し方では乾かない」とやり直された。（40代）
　誰でもがんばっていることを褒めてほしいし、時には愚痴を言いたくもな
りますよね。ちょっとした思いやりを持つだけで、ケンカが一つ減るかもし
れません。皆さんの家庭ではいかがでしょうか。
参考：内閣府男女共同参画局「男性にとっての男女共同参画コラム」　　

問地域づくり振興課　☎52-2116

男女共同参画
夫がガックリきた一言

　ラグビーの国際試合「日本代表
vs フィジー代表」が釜石市で開催
されます。当日は観客向けの駐車場
はありません。来場の際は、公共交
通機関を利用いただくか、ライナー
バスなどを事前に申し込みください。
詳しくはHPをご覧ください。
▶試合期日…７月27日㈯
▶�要申込（有料）…❶ライナーバス
（盛岡駅発）❷パーク＆ライド駐
車場（大槌地区・遠野地区・釜石
平田地区）❸シャトルバス（釜石
市民ホール発・釜石シープラザ発）

▶ HP…https://www.rugby-
　　iwate.kamaishi.pref.iwate.jp
　/pnc.html
問パシフィックネーションズ交通輸
  送センター　　  ☎ 019-907-0826

　

　三圏域連携音楽会でおなじみの八
戸市民フィルハーモニーの演奏と一
緒に歌ってみませんか。
▶演奏会日時…11 月 24 日㈰
▶演奏会会場…アンバーホール大ホール
▶練習日…全８回（参加者にお知らせします）
▶参加料…1,000 円（楽譜代など）
▶申込期限…７月 31 日㈬
問こはくのまち久慈合唱団事務局�☎ 53-1905
  yonde＠danass.com
　
　
　７月 31 日の土地家屋調査士の日
を記念して無料相談会を開催します。
▶日時…７月31日㈬10時～15時
▶会場…アンバーホール第３会議室
▶内容…土地や建物の登記、境界問題など
問岩手県土地家屋調査士会二戸久慈支部 　

☎ 75-4008

久慈「長浜高校水族館部！」
文 /令丈�ヒロ子
絵 / 紀伊 カンナ
出版 /講談社
　愛媛県立長浜高等学
校。この学校には「水
族館部」があり、生徒が水族館
を運営している。生き物の命を
あずかるこの部では、思いもか
けないことがつぎつぎ起きて…。
実在の部を徹底取材。事実をも
とに部員たちのアツイ日々を小
説化！

著者 /木皿�泉
出版 /�新潮社
　「人間そっくりのロ
ボットが、虐待やイ
ジメがないか監視し
ているらしい」とひそかに囁

ささや

か
れる都市伝説“カゲロボ”。
それは、学校や病院や家庭など、
さまざまなところに現れる。日
常に潜むささやかな罪と赦

ゆる

しを
描いた連作短編集。

「カゲロボ」山形

おすすめ図書

図書館だより
　林業への就業を希望する若者など
を対象に林業機械の体験などができ
るオープンキャンパスを開催します。
▶日時…７月29日㈪、30日㈫
　　　　各日10時30分～15時
▶会場…岩手県林業技術センター
　（矢巾町煙山 3-560-11）
▶申込期限…７月22日㈪
問岩手県林業技術センター研修部

��☎ 019-697-1536　

編 集 後 記

秋の名曲コンサート合唱参加者募集

土 地・家 屋 の 無 料 相 談 会

林業アカデミーオープンキャンパスパシフィック・ネーションズカップ
釜石鵜住居復興スタジアム来場方法 ■人口と世帯数（5月31日現在）

○人　口…　34,784人� 　�（-　37）
　　男　…　16,825人� 　�（-　15）
　　女　…　17,959人� 　�（-　22）
○世　帯…　15,655世帯� �（+　　1）
� ※（　）内は前月比

■市内の火災
○発生件数…　　1件� （　　　8　/-　　1）
○死傷者数…　　0人� （　　　2　/+　　2）
■救急活動
○出動件数…105件� （　470　/-　60）
　交通事故…　　5件� （　　25　/-　　7）
　急　　病…　75件� （　320　/-　47）
　そ　の　他…　25件� （　125　/- 　6）
■市内の交通事故など
○発生件数…　52件� （　297　/-　12）
　人身事故…　　2件� （　　　6　/-　11）
　物損事故…　50件� （　291　/-　　1）
○死　亡　者…　　0人� （　　　1　/-　　2）
○負　傷　者…  3人� （　　　6　/-　14）
○飲酒運転
　検挙者数…　　1人� （　　　5　/+　　3）
◇地 域 別…　侍浜分会　１人
■市内の犯罪状況など
○総数…7件（うち空き巣被害0 件）
　　　　　　　　　　（　　32　/-　26）
※ （　）内は、１月からの累計/ 前年同期との比較
■ごみの状況　（単位㌧）

※（　）内は、前年比
■放射線量率（６月10日測定）
�測定場所…市役所・山形総合支所

測定位置 平均値
６月測定 ５月測定

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

5月の排出量 4月からの累計
ごみ総量 1,234（-　24） 2,391（+　14）
�うち可燃ごみ 1,047（-　26） 2,026（+　21）
�うち不燃ごみ 74（-　　1） 142（-　　4）
�うち資源物 113（+　　3） 223（-　　3）
一人一日当たり 1,144㌘（+　　1㌘）

Ｌｅｔ’ｓ

Mail

《市立図書館》　　　　　 ☎ 53-4605
▶開館時間…９時～19時（土日祝は17時まで）
▶７月の休館日…１日㈪、８日㈪、16
日㈫、22 日㈪、29 日㈪
■��企画展「水族館に行こう！」
　▶期間…～21日㈰
■��企画展「サマーブック展」
　▶期間…10日㈬～８月25日㈰
■��県立図書館巡回展「手づくり絵本展」
　▶期間…25日㈭～28日㈰
■�図書館映画会
　にんぎょ姫�ほか
　▶日時…13 日㈯❶10 時❷14 時30 分
　ねぎぼうずのあさたろう�ほか
　▶日時…27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…13日㈯11時～、27日㈯14時～
■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…18日㈭❶４・５カ月児…
10時10分❷６カ月児…13時30分

　▶�会場…元気の泉
■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…10日㈬11時～11時30分
　▶�会場…子育て支援センター

《山形図書館》　　　　　 ☎72-3711
▶開館時間…10 時～ 18 時
▶７月の休館日…１日㈪、８日㈪、
15 日㈪、16 日㈫、 22 日㈪、29　日㈪

■ 企画展「季節を楽しむ保存食常備
菜のすすめ」

　▶期間…～17日㈬
■�企画展「本の夏フェス展！」
　▶期間…７月５日㈮～８月９日㈮
■企画展「夏休みおすすめ図書展」
　▶期間…７月 19日㈮～８月31日㈯

●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
7/20 ㈯ 11：00 までの診療
7/24 ㈬ 午前休診
　　　　14：30 ～ 17：30 診療

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。（　 　） 7

   28㈰
臨時休診

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

債務整理

成年後見 不動産 交通事故

相続 遺言 離婚

（旧久慈ひまわり基金法律事務所）
www.soraumi-law.com

７月は「第69回社会を明るくする運動強調月間」
�～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

▶使節団の皆さん長旅お疲れ様で
した。クライペダ市から提供され
たすばらしい写真がたくさんあっ
たのですが、紙面の都合上、数枚の
みの掲載となり申し訳ありません。
▶最近は雨模様が多く、取材も一
苦労。澄み切った青空が恋しい今
日この頃です。（中野）

　PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の
処理期限は下記の通りです。昭和52
年3月までに建てられた工場などは
PCBが含まれる電気機器が使用さ
れている可能性があります。処理費
用に対する融資や費用削減制度が
ありますのでご活用ください。
▶変圧器・コンデンサー…令和４年３月31日
▶安定器・汚染物など…令和５年３月31日
▶低濃度PCB廃棄物…令和９年３月31日
問県北広域振興局保健福祉環境部☎53-4987

PCB 廃棄物の処理はお早めに
生活環境だより
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