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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

新年のお慶びを申し上げます

関上こども
クリニック

久慈市長内町24-98-2
☎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。

4/26㈯
午後臨時休診

5/2㈭
休日当番医 ㈲野場造花仏具店

久慈市十八日町　☎52‒2010

24時間体制で受付ております

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

･４/13㈯
    20㈯
    27㈯　休診
    28㈰　休日当番医 ※17時まで

･４/29㈪～５/６㈪　休診
･５/25㈯　休診

その他の時間変更はWEBにてご確認ください

お知らせ

（予防接種の受付はいたしません）

11時までの診療}
久慈ひまわり基金
法律事務所

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

2019年5月1日より事務所名が変わります

定着記念無料法律相談会実施!!
各日先着6名様5／10㈮・11㈯ ご予約はお早めに!

　興道館高等学院は様々な学び方や進路を応援
する最短年限で通信制高校卒業を目指すサポー
ト校です。
「高校卒業をあきらめない―」

４月入学 間に合います

興道舘高等学院
久慈市十八日町1‒27（中の橋通り）☎53‒3808（FAX兼）

https://koudoukan.jimdo.com/

広域通信制高校サポート校

転編入・新入学
　相談随時受付中

■人口と世帯数(2月28日現在)
○人　口… 35,106人 　 (- 58)
　　男　… 16,967人 　 (- 32)
　　女　… 18,139人 　 (- 26)
○世　帯… 15,658世帯  (±  0)

※( )内は前月比
■市内の火災
○発生件数…  1件 (   3 /-  1)
○死傷者数…  0人 (   1 /+  1)
■救急活動
○出動件数…100件 ( 211 /- 22)
　交通事故… 10件 (  17 /-  4)
　急　　病… 67件 ( 141 /- 26)
　そ の 他… 23件 (  53 /+  8)
■市内の交通事故など
○発生件数… 54件 ( 120 /-  8)
　人身事故…  2件 (   2 /- 10)
　物損事故… 52件 ( 118 /+  2)
○死 亡 者…  1人 (   1 /-  1)
○負 傷 者…   1人 (   1 /- 15)
○飲酒運転
　検挙者数…  1人 (   2 /+  1)
◇地 域 別…　侍浜分会　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…16 件(うち空き巣被害0 件)
■ごみの状況　（単位㌧）

※( )内は、前年比

２月のデータ

■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 0.055
地上高50㎝ 0.055 0.060
地上高５㎝ 0.055 0.060

※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

INFORMATION

●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

　施設入所者以外で重度の障がいを
持つ人に対し、タクシー料金の一部
を助成しています。
▶対象者…次のいずれかの手帳を持
　つ人❶身体障がい１・２級❷知的　
　障がいA❸精神障がい１級
▶申請方法…社会福祉課窓口に、障　
　害者手帳と印鑑を持参ください
問社会福祉課　☎ 52-2119

　３月９日をもって山形町同郷会が
解散となりました。
　今まで、多くの関係者の皆さまに
支えられ、会を開催してきました。
皆さまに心よりお詫びと感謝申し上
げます。　
　　　　　山形町同郷会　役員一同
問ふるさと振興課　☎ 72-2111

　市税滞納処分による差押財産をイ
ンターネットオークションで公売し
ます。詳細は市ＨＰや Yahoo! 官公
庁オークションをご覧ください。
▶公売物品…家電、楽器など
▶申込期間…４月８日㈪13時～23日㈫23時
▶入札期間…５月７日㈫13時～９日㈭23時
▶ＨＰ…https://koubai.
　auctions.yahoo.co.jp
http://www.city.kuji.iwate.jp/
syunouka/taisaku-g/koubai.html
問収納対策課　☎ 52-2368

　市では、東日本大震災久慈市地震
災害義援金の募集期間を延長してい
ます。ご協力をお願いします。
▶受付期間…～ 2020 年３月 31 日㈫
問社会福祉課　☎ 52-2119

《市立図書館》　　　　　 ☎ 53-4605
▶開館時間…９時～ 19 時
 （土日祝は 17 時まで）
▶４月の休館日…１日㈪、８日㈪、
15 日㈪、22 日㈪、30 日㈫
■  企画展「平成」を振り返る
　平成30 年間の出来事などに関す
る本を展示・貸出します。
　▶期間…10 日㈬～ 29 日㈪
■ 図書館映画会
「わたしおてつだいねこ」ほか
　▶日時…13 日㈯❶10時❷14時30 分
「なかよし鯉のぼり」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…❶13 日㈯11 時～11 時30
　分❷ 27 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…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
■朗読劇ユニット　やまねこけん
　「ひのきとひなげし」ほか
▶日時…20 日㈯ 14 時～

《山形図書館》　　　　　 ☎72-3711
▶開館時間…10 時～ 18 時
▶４月の休館日…１日㈪、８日㈪、15
　日㈪、22 日㈪、29 日㈪、30 日㈫

「生活者の平成30年史」
著者 /博報堂生活総合研究所
出版 /日本経済新聞出版社
　時代認識、消費観、
家族のカタチ、子ど
も・高齢者の意識…。
平成の30年で生活者
は大きく変化した。膨大な調査膨大な調査
データをもとに、平成という時
代を人間の意識や行動、価値観
の側から振り返ります。

著者 /鎌田　歩
出版 / アリス館
　鳥？　忍者？　い
や、ラインマンだ！
安全を守るため、地
上50メートルの高さ
で送電線の点検をする「ライン
マン」の仕事を紹介。「えんの
したのちからもち」を描いた絵
本。子どもから大人まで楽しめ
る内容です！

「そらのうえのそうでんせん」

図書館だより

▶あっという間に１年が経過し、
広報担当３年目に突入。異動当初
に取材した子どもたちの成長に驚
かされる今日この頃です▶あと１
カ月で平成も終わり。皆さんの中
で、新元号予想が当たった人はい
るのでしょうか？（中野）

　平成30 年12 月に完成した、三陸鉄道久慈駅前のいつくし広場
噴水お披露目式を開催します。ぜひご参加ください。
▶日時…４月21日㈰11時～　問商工市街地振興課　☎ 52-1525

２月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量 834(+ 29) 12,065(- 64)
うち可燃ごみ 700(+ 22) 10,278(- 14)
うち不燃ごみ 38(±  0) 625(- 64)
うち資源物 96(+  7) 1,162(+ 14)
一人一日当たり 849㌘(+ 42㌘)

▶日時…４月26日㈮ 15 時 30 分～
▶会場…市役所３階・第１会議室　問教育総務課　☎ 52-2154

■ 企画展「親子で楽しめる絵本展」
　▶期間…～３日㈬
■ 企画展「新しい自分探しの旅へ！」
▶期間…～７日㈰

■ 企画展「緑あふれる生活、始めませんか？」
▶期間…２日㈫～５月 10 日㈮
■企画展「平成を読もう！」
　▶期間…16日㈫～５月 21 日㈫

４月から市税の納付書が送付さ
れます。市税には納期限があります
ので、納期限内に納付しましょう。
市税は市役所や市内金融機関の

ほか、コンビニエンスストアや東北
６県のゆうちょ銀行（郵便局）で納
付することができます。納付場所に
ついては、納付書の裏面をご確認く
ださい。
また市税の納付には口座振替が
便利です。ぜひご利用ください。
　　　 問収納対策課　☎52-2368

納税だより

　久慈都市計画教育文化施設事業計
画の変更認可図書を縦覧します。
▶名称…久慈都市計画教育文化施設
　事業１号久慈市情報交流センター
　（駅前複合施設）
▶事業地の所在…久慈市中央三丁目、
　本町一丁目の各一部
▶変更内容…事業施工期間の延伸など
▶縦覧場所…市役所３階建設企画課
▶縦覧期間…～2020年３月31日
問商工市街地振興課　☎52-1525

災害義援金の募集期間を延長

ご利用ください「福祉タクシー」ネットで差押財産を公売 都市計画事業の変更認可図書の縦覧

みなさんの“こころ”は元気ですか。「眠れない」「イライラする」「体がだる
い」と感じたり、家族や友人が「疲れているようで元気がない」「なにか悩ん
でいるようだ」など、こころの不調に一人で悩んでいませんか。
日々の生活で悩みやストレスは、多かれ少なかれ誰にでもあり、避けられ

ないものです。ストレスとは心身に負担のかかった状態であり、適度なスト
レスは、人が活発に活動するためには必要といわれます。しかし、ストレスが
強すぎたり、長期にわたると「やる気がでない」「頭が痛い」などの症状がで
ることがあります。自分にあったストレス解消方法を見つけること、ストレス
とうまく付き合うことがこころの健康を保つうえでとても大切です。
一人で解決できない悩みなどがある場合は、身近な人に相談することで

気持ちが少し落ちついたり、解決の糸口が見えてくることもあります。一人で
抱え込みすぎず相談してみませんか。　　　 問保健推進課　☎61-3315

元気健康だより

山形町同郷会を解散


