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真心をこめた料理をお届け致します。

《各種仕出し料理承ります》
祝膳・仏膳・折詰・弁当・オードブル・寿司
（御予算に合わせてご用意させて頂きます。）
安心安全の目印「Ｓマーク」登録店

㈲野場造花仏具店
久慈市十八日町　☎52‒2010

安心葬儀事前相談承っております。
※24時間受付可能。

くじセレモニーホール

メモワール・ノヴァ
仏壇、神仏具、花環、葬儀一式

長内館・川貫館・野田館

ちだ医院
久慈市門前37‒56‒26　☎61‒3366

小児科・内科
アレルギー科

お盆休みのお知らせ

休診日のお知らせ

･８/ 13㈭～15㈯

･８/ 29㈯
その他の時間変更はWEBにてご確認ください

TEL 0194‒61‒1818

相続
破産

遺言 離婚 債務整理
成年後見 不動産登記

営業時間　平日9：00～17：30 久慈市川崎町12‒18　YKビル1階
※要予約TEL 0194‒61‒1818

営業時間　平日9：00～17：30 久慈市川崎町12‒18　YKビル1階

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

宇部機器サービス
（宇部龍一）

久慈市中央 1-30

TEL53-6630

修理専門店
お気軽に
お電話下さい

関上こども
クリニック

久慈市長内町24-98-2
☎0194－75－3722

診療案内

休診日：水曜・祝日

（　　　 ）病児保育室
そらまめを併設。

8/8㈯
臨時休診
8/9㈰
当番医

8/13㈭～16㈰
お盆休み

㈱レーベル'ホールディングス（☎ 52‒0041）まで

《市立図書館》　　　　　 ☎53-4605
▶開館時間…９時～19時
▶８月の休館日…３日㈪、11日㈫、17
　日㈪、24日㈪、31日㈪
■ 企画展（県立図書館巡回展）「手
づくり絵本展」
▶期間…～２日㈰
■ 企画展「怖い本」
おばけや妖怪の本、怖い本の展示・
貸出をします。
▶期間…～16日㈰
■ 企画展「調べる学習コンクール受
賞作品展示」
▶期間…～30日㈰
■ 企画展「サマーブック展」
▶期間…～30日㈰

■ 常設展示「YOMUNOSUから三陸鉄道」
▶期間…～９月27日㈰
■ 図書館映画会
▶日時…８日㈯❶10時❷14時30分
　　　　22日㈯❶10時❷14時30分
　上映内容はHPでお知らせします
■ブックスタート
「４・５カ月児相談・６カ月児健診」
会場で、絵本の配布をします。
※読み聞かせはコロナウイルス感染拡
大防止のため当分の間、中止します。
▶ 日時…20日㈭❶４・５カ月児…
10時10分❷６カ月児…13時10分

　▶ 会場…元気の泉
《山形図書館》 ☎72-3711
▶開館時間…10時～18時
▶８月の休館日…３日㈪、10 日㈪、
11日㈫、17日㈪、24日㈪、31日㈪

６月のデータ

貸与するはかりで、期間中に購
入した商品の内容量が表示通りか
検査し、記録・報告していただく
モニターを募集しています。
▶期間…８月22日㈯～９月21日㈪
※８月21日㈮13時30分から説明
　会を開催（要出席）
▶定員・謝金…５人・５千円
▶申込期限…８月14日㈮

問生活環境課　☎54-8003 

商品（食料品）計量
モニターを募集

　岩手県では日常生活における歩
行数の増加を進めるため、プラス
2000 歩の実践例や歩行数アップの
アイデアを広く募集します。
▶応募方法…岩手県HPからプラス
　2000 歩実践企画提案書をダウン
　ロードして入力し応募ください。
▶応募先…県保健福祉部健康国保課

ｆaⅹ 019-629-5474
mail AD0003@pref.iwate.jp

▶応募締切…９月25日㈮
問県保健福祉部健康国保課
☎019-629-5468

林業への就業を志望する人を対象
に林業の知識や技術を体系的に習得
できる「いわて林業アカデミー」の
令和３年度研修生を募集します。
▶応募資格…昭和56年4月２日以降
　に生まれた人で高等学校卒業者
　（見込み含む）
▶募集期間…
　【推薦選考】高校新卒者対象
　８月３日㈪～31日㈮
　【一般選考】新卒、既卒者対象
10月５日㈪～11月20日㈮
▶研修期間…１年間
▶給付金制度…あり（支給要件あり）
▶HP…http://www2.pref.iwate.
　jp/~hp1017/
問岩手県林業技術センター　
　☎019-697-1536

著 / 蓼内　明子
出版社/ 株式会社PHP
研究所
　自己主張が苦手な三
人姉妹の末っ子・岬が、自由
奔放の次女・あてねちゃんや幼
なじみの同級生と関わり、家族
の危機を乗り越え、成長してい
く物語。

図書館だより
  新たな県立高等学校再編計画後期
計画の基本方針や取り組みなどにつ
いて意見を伺う意見交換会を開催し
ます。どなたでも参加できます。
▶日時…9 月２日㈬ 18 時～
▶会場…久慈高校
▶申込先…〒020-8570岩手県教育委
 員会事務局学校調整課(住所記載不要)

ｆaⅹ 019-629-6144
mail DB0004@pref.iwate.jp

▶ 参加申込期限…8 月 20 日㈭
問県教育委員会事務局学校調整課
☎019-629-6206

三
自由

■人口と世帯数(６月30日現在)
○人　口… 34,318人 　 (- 44)
　　男　… 16,625人 　 (- 20)
　　女　… 17,693人 　 (- 24)
○世　帯…15,721世帯  (- 20)
 ※( )内は前月比

■市内の火災
○発生件数…  0件 (   4 /-  4)
○死傷者数…  0人 (   3 /+  1)
■救急活動
○出動件数… 79件 ( 545 /- 37)
　交通事故…  1件 (  23 /- 11)
　急　　病… 53件 ( 394 /-  3)
　そ の 他… 25件 ( 128 /- 23)
■市内の交通事故など
○発生件数… 45件 ( 317 /- 31)
　人身事故…  3件 (  17 /+ 11)
　物損事故… 42件 ( 300 /- 42)
○死 亡 者…  0人 (   0 /-  1)
○負 傷 者…  4人 (  21 /+ 15)
○飲酒運転
　検挙者数…  2人 (   7 /+  2)
◇地域別…長内分会１人、宇部分会１人
■市内の犯罪状況など
○総数…7件(うち空き巣被害0件)
　　　　　　　　　　(  28 /- 10)
※ ( ) 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(７月６日測定)
 測定場所…市役所・山形総合支所

測定位置 平均値
７月測定 ６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 0.050

※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

6月の排出量 4月からの累計
ごみ総量 1,116(+ 87) 3,239(-181)
うち可燃ごみ 952(+ 89) 2,710(-179)
うち不燃ごみ 62(+  5) 206(+  7)
うち資源物 102(-  7) 323(-  9)
一人一日当たり 1,084㌘(+  97㌘)

■ 企画展（県立図書館巡回展）「手
づくり絵本展」
▶期間…６日㈭～９日㈰
■ 企画展「こわ～いおばけ展」
▶期間…13 日㈭～９月25日㈮

みなさんは運動習慣がありますか。健康くじ21プランの中間結果では、久慈市の運動習慣
者（1日30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続している人）の割合は全世代で目
標値に届いていませんでした。元気にからだを動かすことで、生活習慣病（糖尿病、脂質異常症、
高血圧症、心臓病、脳卒中など）やロコモティブシンドローム、うつなどのリスクを下げるこ
とができます。「運動に取り組む時間がない」「継続することが難しい」ときは、今よりも10
分多くからだを動かすことから始めてみましょう。
例）職場で…椅子に座って筋トレ、階段を使う、こまめに動く、など。自宅で…テレビを見
ながら筋トレ、自転車で外出、子どもと遊ぶ、キビキビと掃除や洗濯をする、など。
ウオーキングは、少し息がはずむ程度の速さがおすすめです。今後、市では「元気 upウオー

キング」を開催しますので、どうぞご参加ください。運動の際には３密を避け、他の人との距離
を確保するなどに注意し、自分のペースで安全に行いましょう。 問保健推進課 ☎61-3316

運動習慣を身につけよう

募
集
いわて林業アカデミー
研 修 生 を 募 集

「美しい星座絵でたどる
四季の星座神話」

著 /沼澤 茂美、脇屋 奈々代
出版社 / 誠文堂新光社
　この本には、四季の星
座にまつわる神話が数
多く掲載されています。
物語の他にもギリシャ神話に登
場する神々の系譜や写真、人物
相関図が分かりやすくまとめて
あり、神話の入門書としてもお
すすめです。星が綺

き れ い

麗にみえる
夏、皆さんも夜空の星座に思い
を馳

は

せてみませんか？
　美しい星達への理解が深まる
一冊です。

「魔女ラグになれた夏」

奈々代

星
数

神話に登

お
知
ら
せ

高校再編計画（後期計画）
意 見 交 換 会

募
集
プ ラ ス 2 0 0 0 歩
実 践 企 画 を 募 集

▶コロナ禍での久慈地区中総体。さまざ
まな思いで大会に臨んだ生徒たちの全力
プレーに感動しました。（中野）

▶広報くじの中で、数少ないカラーペー
ジで紹介されている久慈のギンザケ。お
いしそうで食欲をそそります。（澤口）


