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■テレビアニメ「天地創造デザイン部」
テレビ放送前上映会
▶日時…７日㈯、８日㈰❶10時30

　分❷14時30分❸16時30分
▶ 会場…よむのす１階多目的室
■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。
▶ 日時…19日㈭❶４・５カ月児…
９時❷６カ月児…13時

　▶ 会場…元気の泉
■やまねこけんのおはなし会
 朗読劇「鹿踊りのはじまり」
▶ 日時…28日㈯14時
▶ 会場…よむのす１階多目的室
■手づくり絵本教室
お話づくりから作画、製本まで体

験し、一冊の絵本を作成します。
▶ 日時…❶11/29㈰、❷12/６㈰、
❸12/13㈰各日9時30分～12時
全３回コース
▶ 会場…よむのす１階多目的室
▶ 対象…市内の小学生 10人（低学年
は保護者同伴）、全回出席できる人

　▶申込期間…３日㈬～20 日㈮
　▶ 持ち物…❶筆記用具、材料費(500

円 )❷描画❸手拭き用タオル
■リサイクル本市　
　７月に移転した市立図書館で、
引っ越しにより不要となった図書や
雑誌を無料で提供します。
　▶ 期間…10日㈫～15日㈰10時～16時
▶ 会場…中央市民センター１階旧
市立図書館内

　問中央市民センター　☎53-4606
《山形図書館》 ☎72-3711
▶開館時間…10時～18時

▶ 訓練科…ＯＡ経理科
▶ 対象…求職者
▶定員 ･受講料…15人・無料
▶ 時間…９時～15時50分
▶ 会場…久慈職業訓練協会（川崎町）
▶ 訓練期間…11月25日㈬～２月24日㈬
▶ 訓練内容…簿記会計､ パソコン基
本操作､ Word･Excel 操作
▶募集期限…11月12日㈭
問ハローワーク久慈　☎53-3374

食の安全安心に関する知識と理解
を深めるため、講演会と講座を開催
します。

▶受講料…無料
▶申込期限…11月13日㈮
問岩手県県民くらしの安全課
　☎019-629-5385

《市立図書館》　　　　　 ☎53-4605
▶開館時間…９時～19時
▶ 11 月の休館日…２日㈪､9日㈪、16
日㈪、24 日㈫、30 日㈪
■ 企画展「過去から現在！恐竜と化石」
▶期間…４日㈬～29日㈰
■ 企画展「科学道 100 冊ジュニア」
■ 企画展「科学 100 冊」
科学分野で活躍中の研究者が選ん

　だ本の展示・貸出をします。
▶期間…～１月31日㈰
■ 常設展示「恐竜展」
▶期間…～12月20日㈰
■ 図書館えいが会
 【はたらく細胞】インフルエンザ、
日本昔ばなし～平林～
▶日時…14日㈯❶10時❷14時30分
▶ 会場…よむのす１階多目的室

▶11月の休館日…２日㈪、３日㈫、９日㈪、
16日㈪、23日㈪、24日㈫、30日㈪
■ 企画展「岩手ってこんなところ！」
▶期間…４日㈬～12月15日㈫

久慈市長内町34ー26ー1
ＴＥＬ 0194ー52ー1155

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

その他、詳細についてはWEBにてご確認下さい。

11月のお知らせ

11/10㈫・24㈫ 午後

11/17㈫・20㈮午後・21㈯

11/7㈯・14㈯・28㈯ 午後
11/23㈪㊗ 午前

・インフルエンザワクチンのみ受付

・乳幼児の定期接種ワクチン

休診日

（付き添いの方のワクチンも可）

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。

11/10㈫
午前臨時休診

●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 ■ 水道料金の支払

は便利でお得な
口座振替で

９月のデータ

図書館だより ■人口と世帯数(９月30日現在)
○人　口… 34,214人 　 (- 21)
　　男　… 16,577人 　 (- 10)
　　女　… 17,637人 　 (- 11)
○世　帯…15,696世帯  (+  1)
 ※( )内は前月比

■市内の火災
○発生件数…  0件 (   7 /-  3)
○死傷者数…  0人 (   3 /+  1)
■救急活動
○出動件数… 86件 ( 812 /- 90)
　交通事故…  5件 (  39 /- 12)
　急　　病… 50件 ( 563 /- 51)
　そ の 他… 31件 ( 210 /- 27)
■市内の交通事故など
○発生件数… 44件 ( 450 /- 49)
　人身事故…  5件 (  28 /+ 16)
　物損事故… 39件 ( 422 /- 65)
○死 亡 者…  0人 (   0 /-  1)
○負 傷 者…  5人 (  35 /+ 17)
○飲酒運転
　検挙者数…  0人 (   9 /+  2)

■市内の犯罪状況など
○総数…12件(うち空き巣被害５件)
　　　　　　　　　　(  67 /+  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(10月１日測定)
 測定場所…市役所・山形総合支所

測定位置 平均値
10 月測定 ９月測定

地上高１ⅿ 0.050 0.040
地上高50㎝ 0.050 0.045
地上高５㎝ 0.055 0.045

※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

9月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量 1,013(-106) 6,470(-514)
うち可燃ごみ 866(- 79) 5,455(-493)
うち不燃ごみ 49(- 15) 369(+  3)
うち資源物 98(- 12) 646(- 24)
一人一日当たり 988㌘(- 86㌘)

著 /ジョン　エイジー
訳 /なかにし　ちかこ
出版 / 潮出版社
　この絵本の真ん中に
は大きな壁があります。
壁のこっちにいる騎士は、あっ
ちは怖くて危ないところだと思
い込んでいます。しかし、こっ
ちには少しずつ危険が迫ってき
て安全ではなくなります。騎士
はどうなってしまうのでしょう？
壁の向こう側は本当に怖いとこ
ろなのでしょうか。壁を乗り越
えてお互いを知る大切さを伝え
てくれる絵本です。

「旅のつばくろ」

ー
こ

に
。
士は あ

「かべの
あっちとこっち」ち」

募
集
職 業 訓 練 の
受 講 生 を 募 集

募
集
食 の 安 全 安 心 を
考 え よ う

■ 犬は引綱（リード）
を着けて散歩を

　水道料金は、口座振替でお支払いできます。口座振替
にすると、１カ月あたり50円（年間600円）を割引きします。
ぜひご利用ください。 問上下水道部　☎52-2189

11月11日㈬から17日㈫までの１週
間は「税を考える週間」です。一人一
人の納税が、皆さんの暮らしを支え
ています。「税を考える週間」に税の
役割や大切な納税について考えてみ
ませんか。
市税には各税目に納期限がありま

す。納付忘れがないよう、市税は納期
限内に納付するようお願いします。
口座振替も便利です。ぜひご利用く
ださい。問収納対策課　☎52-2368 

税を考える週間
納税だより

著 /沢木　耕太郎
発行 / 新潮社
　つばめのように軽やや
かに。人生も旅も―。
世界中を旅してきた著著
者が、初めて1人で東北旅北旅
行をした16 歳のころのように、
自由気ままに日本を巡り歩いた
旅エッセイ集。
　この本で、あなたも空想旅行
してみてはいかがですか。

講演会・講座 日時 会場
食物アレルギーと
食の安全安心を考
える会(講演 )

11/26 ㈭
13:30～
15:10

アイーナ
（盛岡市）

食の安
全安心
を考え
る講座

食中毒
12/18 ㈮
10:30 ～
12:00

マリオス
(盛岡市)食品表示 13:30～

15:00

食品安全
1/22 ㈮
13:30～
16:00

　散歩中の犬が、引綱を着けていない犬に襲われるという案件が発生しています。飼い主の知らない間によ
そでいたずらをしたり、人に危害を加えることがありますので、散歩中は必ず引綱を着けて散歩しましょう。
また、散歩に行くときは必ず紙袋を持参し、ふんは必ず持ち帰りましょう。 問生活環境課　☎54-8003 

災害は、地震、津波などの自然現象（自然要因）と、それを受け止める側の社会
の在り方（社会要因）により、その被害の大きさが決まるといわれています。そのた
め、被害を小さくするためには、社会要因による困難を最小限にする取り組みが重
要です。人口の半分は女性であり、女性と男性が災害から受ける影響の違いに配
慮された女性視点の対応が行われることが、災害に強い社会の実現につながります。
災害時に、男女の人権を尊重して安全・安心を確保するためには、平常時から災害
対応への女性の視点を反映させることが大切です。内閣府が作成したガイドライン
には、平常時からの取り組みの重要性に加え、女性は防災・復興の「主体的な担い
手」（防災・復興の意思決定の場への参画推進）であることなどが記されています。
※ 災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復
興ガイドライン～ 問地域づくり振興課  ☎52-2116

男女共同参画の視点からの防災・復興

▶健康診断の時期です。夏の間にや
せたと思っていたら、元にもどりつ
つあります。早めに受けます。（澤口）
▶朝晩が冷え込むようになってきま
した。インフルエンザの予防接種を
受けて、冬の取材に備えます。（中野）


