
　　聴覚障がい者の社会参加を支援す
る手話奉仕員としての基礎的な知識
を身に付けるための養成講座です。
▶期間…５月23日㈯から毎週土曜日
　13時30分～16時40分（全26回）
▶会場…久慈市役所など
▶対象・定員…18歳以上・20人
▶経費…3,300円（テキスト代）
▶申込期限…５月15日㈮
問�社会福祉課　☎52-2119

《市立図書館》　　　　　� ☎53-４６０5
※市立図書館は新図書館への移転準
備のため、休館中です
※�資料を未返却の人は、図書は図書
館入口付近の返却ポスト、CD・
DVD・紙芝居・大型絵本は館内
シャッター前の返却ボックスへ返
却ください。

■ブックスタート
　「４・５カ月児相談・６カ月児健診」
会場で、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
▶４月の休館日…６日㈪、13 日㈪、
20 日㈪、27日㈪、29 日㈬
■�企画展「大きくなったら何になる？
お仕事の本展」

　▶期間…～10日㈮

２月のデータ

INFORMATION

　市は、４月１日から指定ごみ袋制
度に完全移行しました。
　地域のごみ集積場に「燃えるご
み」と「燃えないごみ」を排出する
際は、「指定ごみ袋」を必ず使用して
ください。指定ごみ袋を使用しな
い場合、収集されません。
　「資源物」は、引き続き、透明また
は半透明の袋であればレジ袋など
も利用できます。
� 問生活環境課　☎5４-8００3 

指定ごみ袋制度の開始
生活環境だより

●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

　４月１日から、市民課４番窓口で
受付を開始します。年度ごとに申請
が必要です。詳しくは問い合わせく
ださい。
　※一般の免除申請は７月１日から
　の受付になります
▶対象…学生（大学、大学院、短期
　大学、高等学校、高等専門学校、
　特別支援学校などに在学する人）
▶免除期間…
　令和２年４月～令和３年３月
▶�手続きに必要なもの…❶基礎年金
番号またはマイナンバーのわかる
もの❷印鑑（本人が手続きする場
合は不要）❸運転免許証などの身
分証明書❹学生証の写しまたは在
学証明書の原本

問�市民課　☎52-2118

　パソコンを使った事務処理や、総
務実務の基本的な知識・技術を習得。
企業実習を通じて職場における実践
的な実務対応能力で就職を目指す 4
カ月の職業訓練です。
▶訓練科名…ＯＡビジネス科
▶�受講期間…５月15日㈮～９月14日㈪
(土日祝日を除く)９時～16時

▶選考会…５月８日㈮10時～
▶会場…久慈高等職業訓練校
　（久慈市川崎町 17 －５）
▶定員・受講料…14 人・無料
※�ただし、教材費 12,000 円程度、
資格取得経費（CS検定３級 5,350
円、２級 6,710 円）、保険料 3,600
円程度の自己負担あり
▶募集期限…４月27日㈪
問ハローワーク久慈　☎53-3374

図書館だより

　８月１日からチェーンソーを取り
扱う場合に必要な特別教育の内容が
変更され、講習時間が 18 時間にな
ります。
　現行の特別教育修了者で、8月１
日以降もチェーンソーを取り扱う人
は７月までに補講（２時間 30 分ま
たは５時間）を受講する必要があり
ます。詳しくは問い合わせください。
問�林業・木材製造業労働災害防止協会

岩手県支部　☎０１9ｰ６2４-2１４１

■人口と世帯数（２月29日現在）
○人　口… 34,620人� 　�（- 34）
　　男　… 16,746人� 　�（- 18）
　　女　… 17,874人� 　�（- 16）
○世　帯…15,708世帯� �（-  1）
� ※（ ）内は前月比

■市内の火災
○発生件数…  1件� （   1 /-  2）
○死傷者数…  2人� （   2 /+  1）
■救急活動
○出動件数…114件� （ 232 /+ 21）
　交通事故…  4件� （   8 /-  9）
　急　　病… 79件� （ 165 /+ 25）
　そ の 他… 31件� （  59 /+  5）
■市内の交通事故など
○発生件数… 62件� （ 124 /+  4）
　人身事故…  2件� （   6 /+  4）
　物損事故… 60件� （ 118 /   0）
○死 亡 者…  0人� （   0 /-  1）
○負 傷 者…  8人� （   8 /+  7）
○飲酒運転
　検挙者数…  1人� （   1 /-  1）
◇地�域�別…久慈分会１人
■市内の犯罪状況など
○総数…3件（うち空き巣被害0件）
　　　　　　　　　　（   7 /-  9）
※ （ ） 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（３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
３月測定 2月測定

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

2月の排出量 4月からの累計
ごみ総量 821（- 13） 11,940（-125）
 うち可燃ごみ 684（- 16） 10,160（-118）
 うち不燃ごみ 39（+  1） 606（- 19）
 うち資源物 98（+  2） 1,174（+ 12）
一人一日当たり 848㌘（-   1㌘）

■�企画展「ゴミ問題、知っておきた
いこと」

　▶期間…～５月10日㈰
■�県立図書館巡回展
　「深沢省三・紅子の仕事～挿絵と
　文学～」
　▶期間…17日㈮～26日㈰
■�山形図書館車「しらかば号」が子
育て支援センター＆市民体育館に
出張します！

　市立図書館の休館のため、山形図
書館車「しらかば号」が出張し、図書
の貸出を行います。ご利用ください。
▶日時…10日㈮・24日㈮
▶�停留場所・利用時間…❶子育て支
援センター前・11 時～ 12 時❷市
民体育館駐車場飲食店付近・12時
30分～13時30分

※�利用カードをお持ちでない人は事
前に山形図書館窓口へ

　春は新しい生活が始まる季節です。子どもの巣立ちや職場の異動など、さま
ざまな変化に早くなじもうと、頑張りがちになります。焦る気持ちを抑えて、自
分のこころに目を向けてみましょう。不安になる、イライラする、眠れない、食欲
がないなどの症状はありませんか？　不慣れな環境や周囲の変化など、緊張
状態が続く環境にいると、徐々にストレスがたまっていき、体調をくずしたり、
気持ちが不安定になることがあります。こころの健康を保つには、自分が受け
ているストレスに気付き、上手に解消するという、早めのセルフケアが大切です。
❶適度な運動・栄養バランスのとれた食生活・十分な休息・睡眠をとりましょう
❷深呼吸で呼吸を整え、緊張をほぐしましょう
❸自分の好きなことを楽しみ、リフレッシュしましょう
❹自分がゆったりリラックスできる方法を見つけましょう�問保健推進課�☎６１-33１5

元気健康だより
こころの健康づくり～ストレスに気付き、早めのセルフケアを～
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▶広報統計係３年目を迎えることとなり
ました。今年度は皆が健康で災害もなく
明るい年になれば・・・と思います。（澤口）
▶新型コロナウイルス感染症の影響でイ
ベントが軒並み中止。一日も早く収束す
ることを心から願います。（中野）

著 /加来　耕三
出版社 /�ポプラ社
　天文や暦、占術を司ど
る「陰陽道」を極めた天
才陰陽師、安倍晴明。呪術を
操り、天皇家や藤原道長、そし
て平安京を守護した安倍晴明の
人生をマンガでわかりやすく描
く。解説や豆知識、年表も収録
し、歴史を楽しく学べる内容が
充実。歴史学習入門書としても
最適の一冊となっています！

「安倍晴明
（コミック版�日本の歴史　
平安人物伝）」

山形

おすすめ図書

▶開館日…４月12日㈰から11月末までの土・日曜日▶開館時間…10時～16時
▶展示内容…❶児童消防ポスター展❷山火事予防ポスター展❸あーとびる所蔵展
� 問あーとびる麦生　☎58-2429

■あーとびる
　麦生が開館

ちだ医院小児科・内科
アレルギー科

月のお知らせ４

その他の診療時間変更等は
WEBにてご確認下さい。

19㈰   休日当番医
　　     ※17：00 まで

長内館・川貫館・野田館
安心葬儀事前相談承っております。

※24時間受付可能。

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

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

あなたの明日に青空を

☎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。（　 　）

４/５（日）
　当番医
４/24（金）午後
  臨時休診

即、
その場で
修理可能
です

修 理 専 門 店

宇部機器サービス 久慈市中央 1-30

（宇 部 龍 一）　TEL 53-6630

出張料サービス
まずは、お電話下さい。

ストーブ、ボイラー
エアコン、各種機器
修理、取付、販売
ストーブ分解掃除
エアコンクリーニング
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