
●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

INFORMATION

《市立図書館》　　　　　 ☎53-4605
▶開館時間…9時～19時
▶ ７月の休館日…5日㈪、
　　12 日㈪、19 日㈪、26 日㈪
　７月４日㈰は１周年記念イベント
「よむのすマルシェ」や「市民講座」
を開催。詳しくはHPをご覧ください！
■ ２階展示コーナー
　 ❶宮西達也さんの楽しい絵本の世界

❷オープン１周年記念❸サマー
ブック展❹あなたの知らない不思
議な世界

■ ３階展示コーナー　
　 ❶俺の海/俺の山❷久慈の街道を
ゆく❸啄木資料展

■ 図晝館えいが会
　  ❶【忍たま乱太郎】天の川で赤ちゃ
ん星を見つけた！の段ほか

　❷きょうしつはおばけがいっぱいほか　
   ▶日時…❶10日㈯❷24日㈯
　　両日とも14時～
　▶会場…よむのす１階多目的室
■よみきかせ会「おはなしの巣」
　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…❶10日㈯❷24日㈯
　　両日とも11時～11時30分
　▶会場…よむのす2階おはなしの部屋
■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…15 日㈭❶４・5カ月児
…9時❷６カ月児…13 時

　▶ 会場…元気の泉

５月のデータ

　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。詳しくは市 HP、KSI 官公庁
オークションのページをご覧くださ
い。
▶ 公売物品…液晶テレビ、扇風機など
※物品は予告なく変更する場合が
あります

▶ 申込期間…７月８日㈭13時～28日㈬23時
▶ 入札期間…８月3日㈫13時～5日㈭23時
問収納対策課　☎5２-２368

●固定資産税（2期）…８月2日㈪
●国民健康保険税…８月2日㈪
●後期高齢者医療保険料…８月2日㈪
●学校給食費…７月26日㈪

著／樋口　恵子
出版社／中央公論新社
　老人よ、大志と財布
を抱け！ 88 歳のヒグ
チさんの日常は、初め
てづくしの大冒険。

おすすめ図書

図書館だより ■人口と世帯数（５月31日現在)
○人　口…　33,642人� 　�（-29）
　　男　…　16,274人� 　�（-18）
　　女　…　17,368人� 　�（-11）
○世　帯…　15,624世帯� �（　　5）
� ※（　）内は前月比

■市内の火災
○発生件数…　　0件� （　　　7　/　　　3）
○死傷者数…　　0人� （　　　2　/-　　1）

■救急活動
○出動件数…　80件� （　487/　　21）
　交通事故…　　2件� （　　16/-　　6）
　急　　病…　56件� （　350/　　　9）
　そ　の　他…　22件� （　121/　　18）

■市内の交通事故など
○発生件数…　29件� （　292　/　　20）
　人身事故…　　1件� （　　10　/-　　4）
　物損事故…　28件� （　282　/　　24）
○死　亡　者…　　0人� （　　　1　/　　　1）
○負　傷　者…  2人� （　　17　/　　　0）
○飲酒運転
　検挙者数…　　0人� （　　1　/-  4）

■市内の犯罪状況など
○総数…6件（うち空き巣被害0件）
　　　　　　　　　　（　　15　/-　　6）
※ （　） 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�

５月の排出量 ４月からの累計
ごみ総量 1,072（-35） 2,173（+50）
 うち可燃ごみ 899（-22） 1,809（+51）
 うち不燃ごみ 69（-　6） 142（-　2）
 うち資源物 105（-　6） 221（±0）
一人一日当たり 1,028㌘（-11㌘）

広報くじ６月15日号2㌻に誤りがありました。正しくは次の
通りです。お詫びして訂正します。
今週の元気ちゃん　氏名　福本琉希くん⇒福本琉

りゅうき
稀くん

■�お詫びと
訂正

監脩／世界のふしぎ観測室
著／西東社
　地球科学の不思議&

「老いの福袋」
あっぱれ！
転ばぬ先の知恵 88

山形

久慈 児童書「世界一トホホ
な地球科学事典」

《山形図書館》� ☎ 72-3711
▶開館時間…10時～18時
▶７月の休館日…5日㈪、12日㈪、
　19日㈪、22日㈭、23日㈮、26日㈪
■県立図書館展巡回展
　「おらほのことば～橘正一没後80年～」
▶期間…７月9日㈮～７月18日㈰
■企画展
　「夏休みおすすめ図書展」
▶期間…７月20日㈫～8月22日㈰

　トイレ閉じ込め事件から介護、
終活問題まで、人生100年時代を
照らす「知恵とユーモア」が詰
まったエッセイです。

トホホな話が満載！
「まさか」や「ウフフ」
なお話を集めて、地
球のつぶやきとともに楽しく
紹介しています。読んでスッキリ
さらに調べてみたくなるかも。

7月から第８回児童動物画コンクールを展示します。開催期間は７月3日㈯
～８月29日㈰です。感染症対策を講じた上で来館ください。
▶会館日時…11月28日㈰までの土・日曜日　10時～16時　

　個人に課税される市税の納付書は
７月に全て送付します。（年度途中の
課税などは除く）
　各税目の納期限はそれぞれ納付書
に記載されています。納期限までに市
役所・各支所またはお近くの金融機関、
コンビニ、郵便局窓口で納付してくだ
さい。詳しい納付場所は納付書の裏
面をご覧ください。また市税は口座振
替もできます。ぜひご利用ください。�
問収納対策課  ☎52-2368　

市税の納付方法
納税だより

お
知
ら
せ

インターネットオークション
差 押 財 産 を 公 売

男女共同参画
Ｌｅｔ’ｓ

受講料無料！動画配信視聴のみでもサポーター認定は可能です
男女共同参画に興味・関心のある人は、ぜひお申し込みください
▶動画配信期間…9月1日㈬～11月15日㈪
▶受講方法…❶参集❷YouTubeで動画配信視聴
▶受講料…無料（動画URL、受講方法、各講座資料データなどはメー
　ルで送信します）
▶申込方法…専用申込フォーム https://bit.ly/3vq0zqx
▶申し込み先…岩手県男女共同参画センター　☎019-606-1761
▶締め切り…７月31日㈯

問地域づくり振興課　☎52-2116

2021年度「いわて男女共同参画サポーター養成講座」
彩り豊かになる講座～いろんな幸せのカタチを認め合おう～

■�あーとびる麦生
　7月展示会

お
知
ら
せ
税 な ど の 納 期

　JRバス白樺号に乗って、夏の平
庭に行きませんか。白樺の中をウ
オーキング。貴重な木材を使ったエ
コ箸づくりや夕食のジンギスカンな
ど、岩手旅応援プロジェクトを利用
した、お得な平庭体験ツアーです。
▶日時…７月17日㈯
　　往路…久慈駅発14時30分
　復路…久慈駅着20時45分
▶参加費…3,000円 （ 定価6,000円 ）
▶特典…2,000円分のクーポン付
▶定員…20人
▶申込期限…７月9日㈮
問地域づくり振興課　☎52-2116

募 

集
定期バス白樺号で行く
平庭ウオーキングツアー

　住民基本台帳ネットワークシステ
ムの更新作業に伴い、次の手続きが
利用できません。
▶停止期間…７月5日㈪13時～７日㈬13時
▶ 利用できない手続き…❶マイナン
バーカードの申請・変更・廃止の
手続きと受け取り❷電子証明書の
発行・失効など❸住民基本台帳
カードの申請・変更・廃止の手続
き❹マイナンバーカードを使用し
た転入手続き❺住民票の広域交付

問市民課…☎52-2117

編 集 後 記

▶取材協力ありがとうございます。
優しさに感謝する毎日です（駒澤）
▶ついに聖火が久慈にやってきまし
た。希望の光を感じました（髙畑）

お
知
ら
せ

住民基本台帳ネットワーク
システム停止のお知らせ

ちだ医院小児科・内科
アレルギー科

休診のお知らせ

※その他、診療日・診療時間の臨時変更等は、
　ちだ医院のホームページをご覧下さい。

7月１日㈭   午後休診
8月3日㈫   休診

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。

相続
破産

遺言 離婚 債務整理
成年後見 不動産登記

TEL
営業時間　平日： ～ ： 久慈市川崎町 　YKビル1階

あなたの明日に青空を

そらうみ法律事務所
（旧久慈ひまわり基金法律事務所）

www.soraumi-law.com

※要予約TEL
営業時間　平日： ～ ： 久慈市川崎町 　YKビル1階 ☎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。（　 　）

7/10（土）
7/24（土）
　臨時休診
7/23（金）
　当　番　医

久慈市旭町10-63　久慈病院向い
☎（0194）75-3090

株式
会社

保険は人生の１ピース

まちほけ
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