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１億４千万年前から続く壮大な鉄の物語
三陸ひとつなぎ自然学校は、スタッフやボランティアを対象に釜石鉱山見学会を開催しました。１億４千万
年前の地質変動により、日本最大の鉄鉱山が大橋・橋野一帯に誕生しました。大橋では1858年に洋式高炉を
建造し、日本で初めて鉄鉱石を原料とした連続出銑に成功しました。鉄鉱石のほかに銅鉱石なども産出して
いましたが、現在は大規模な採掘は終えています。鉱山には地質変動により生成した多種多様な岩石や全盛
期をしのぶ遺産も残されており、2013年には三陸ジオパークのジオサイトに認定されました。
〔９月４日／釜石鉱山（大橋）〕※関連ページ：16ページ（「三陸ジオパーク2周年」企画について）
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本格的な宅地の引き渡しが始まります
釡石市震災メモリアルパークの整備基本計画案
狂犬病予防注射、計量器定期検査
働く婦人の家まつり開催、大島高任生誕の地に案内板を設置
まちの話題
市民のひろば
保健案内板
まちのお知らせ
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祝！2周年

※最短で住宅建築工事を行う場合を想定した一連の流れであり、状況により順序などが変わる場合もあります。

防災集団移転促進事業など
【漁業集落部、東部地区】

話し合いなどにより
画地を決定
造

（造成工事完了の2、3カ月前）

土地区画整理事業

【片岸、鵜住居、嬉石・松原、平田地区】

造成工事完了後
順次、宅地使用可能

成 工

宅地使用可能のお知らせ

譲渡（貸付け）申請書

事

住宅建築工事可能

譲渡
（貸付け）
決定
通知書

住宅建築業者との契約
金融機関への融資相談
事前着手届
※造成工事後、土地の契約前に建物の建築
に着手する場合に必要となります。
事前着手承認

住宅建築業者との契約

換地処分以前に住宅を建築する場合、
事前に許可を受ける必要があります。
※土地区画整理法第76条許可申請

建築確認申請

住宅建築工事可能
建築確認申請

住宅建築工事

換地処分通知・清算通知

住宅建築工事

※土地売買（賃貸借）契約締結前に住宅を建築する
場合の手続きです。通常は土地の契約後に住宅建
築が可能となります。

問い合わせ
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市都市整備推進室
☎22−2111
広報かまいし

▶造成工事に関すること……………………………… 内線 417、434
▶土地の譲渡（貸し付け）
などに関すること………… 内線 410
▶土地区画整理事業に関すること…………………… 内線 157

９月末には造成工事完了予定地域があり、今後、宅地の引き渡しが本格化します。
漁業集落部では︑平成 年度に花露辺地
区の宅地引き渡しが最も早く行われまし
た︒９月末には本郷地区 区画︑荒川地区
１区画︑ 月末には尾崎白浜地区４区画︑
佐須地区５区画︑ 月末には室浜地区 区
画の自力再建用地が完成する予定となって
います︒
土地区画整理事業実施地区では︑４月か
ら嬉石・松原地区の 画地が順次使用可能
となっており︑鵜住居地区︑片岸地区︑平
田地区についても︑スケジュールに沿っ
て︑順次︑使用可能となる予定です︒
今後︑本格的な宅地の引き渡しが始まる
ことに伴い︑該当する皆さんには︑住宅建
築までの流れや各種手続きについて十分に
理解していただく必要があります︒市は︑
個別に通知をお送りするとともに︑丁寧に
説明しながら住宅再建を支援します︒
画地の決定または造成工事完了から住宅
建築までの一連の流れを︑次ページに掲載
しますのでご覧ください︒

清算金の受領
（または納付）

による宅地造成工事を行っています。

※土地区画整理事業実施地区
嬉石・松原地区︑鵜住居地区︑片岸地区︑
平田地区

土地代金・借地料の納入
登録免許税の負担【売買のみ】

本郷地区（上）、尾崎白浜地区（左下）、荒川地区（右下）

東日本大震災から４年６カ月が経過し、現在、被災各地域において、復興まちづくり事業

※防災集団移転促進事業など実施地区
室浜地区︑根浜地区︑箱崎地区︑
箱崎白浜地区︑仮宿地区︑桑ノ浜地区︑
両石地区︑尾崎白浜地区︑佐須地区︑
小白浜地区︑花露辺地区︑本郷地区︑
唐丹片岸地区︑荒川地区︑東部地区

土地売買（賃貸借）契約の締結

※清算とは…従前の宅地に見合う換地をお渡し
できない場合の金銭による調整

大詰めを迎える造成工事
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本格的な 宅地の引き渡しが始まります

【造成工事から住宅建築までの流れ】
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被害の大きさ︑多くの人々が犠牲と
なられたことや同じような悲劇を繰
り返さないための教訓などを来場者
に伝える展示を行います︒
亡くなられた方々のご冥福をお祈
りするとともに︑被災した方々の辛
い気持ちや悔しかった気持ち︑小さ
な喜びなど︑人々のさまざまな気持
ちや心を展示に残すことで︑来館者
の心に強く訴え︑忘れさせないよう
にします︒
また︑命の大切さや津波の教訓を
繰り返し学べる展示を行うことで︑
教訓が後々の世代に受け継がれ︑防
災意識の向上に役立つ展示を目指し
ます︒
○展示の対象
﹁釜石の子どもたち﹂
東日本の被災地で類似の展示施設
ができる中︑釜石らしさのある伝承
施設とするため︑展示の主な対象
は︑次世代を担う子どもたちとしま
す︒釜石の子どもたちが二度と同じ
ような悲劇を繰り返さないように︑
津波が起こったらどうすればいいの
かを自分で考え︑自分の身は自分で
守ることができる市民に育てる施設
とします︒展示の主な対象は釜石の
子どもたちですが︑子どもと一緒に
来館した家族も一緒に学べ︑さらに
は観光客も津波被害の教訓をきちん
と学ぶことができる施設とします︒

⑵津 波 伝 承 施 設 の 建 物

☎22−2111（内線130）
【問い合わせ】市総合政策課

経過

約２００㎡

約

㎡

静かに手を合わせ︑亡くなられた
方々を慰霊し︑ご冥福をお祈りする
ことができる場を整備し︑永久に
守っていくことが何より大切になり
ます︒
祈りのパークは︑市全体の慰霊の
場として︑宗教に関係なく︑誰もが
祈りをささげる場として整備しま
す︒

⑵整備する場所
整備する場所は︑市内で最も津波
の被害が大きかった鵜住居地区とし
ます︒慰霊︑追悼︑鎮魂にふさわし
い場所として︑鵜住居地区防災セン
ター跡地を含む位置とします︒

⑶祈りのパークの整備
鵜住居地区防災センター跡
地の位置を意識しながら盛土
を実施し︑慰霊の場を盛土の
頂点に配置することを基本と
します︒盛土の高さを５ｍと
し︑その上に建てる慰霊施設
のデザインなどと合わせて検
討していきます︒
また︑慰霊の心を表すため
に︑盛土された敷地全体を芝
生で覆い︑桜を中心とした植
栽を実施することを基本に︑
今後︑検討を進めます︒

⑷慰霊の場の整備

約

㎡

①慰霊碑⁝東日本大震災で亡
くなられた方々の慰霊碑など
を設け︑亡くなられた市民の
名前を記します︒

④事務室

運営管理の拠点として職員が常駐
するスペースを設けます︒

⑷展示テーマ・展示場所

②献花台など⁝祈りに訪れた人々が
花をたむけることができる献花台や
香炉などを設けます︒
おおいや
③覆屋⁝慰霊碑の上部には︑覆屋を
設け︑覆屋の柱には津波の到達の高
さを表現します︒

■鵜住居地区防災学習施設
﹁津波伝承施設﹂
⑴施設・展示の考え方
○展示の基本方針
﹁心を残して後の世代に伝える﹂
津波の記憶と経験を後世に伝え︑
その教訓を今後の防災まちづくりに
生かしていくために︑津波の怖さや

■東部地区の祈りのパーク・
防災学習施設
整備基本構想で掲げられた東部地
区の﹁祈りのパーク﹂と﹁総合的な
防災学習施設﹂について︑継続して
事業を推進していきます︒

⑴東部地区祈りのパーク
現在︑津波の犠牲者で身元不明の
遺骨は︑寺院に預けられています
が︑宗教などとの関係にも配慮しな
がら︑市としての供養ができる合葬
墓地を大平墓地公園に整備します︒
予算措置ができ次第︑事業に着手し
ます︒

⑵東 部 地 区 防 災 学 習 施 設 ﹁ 総 合
的な防災学習施設﹂
市は︑東部地区に新しい市役所庁
舎の整備を検討しています︒この新
市庁舎の建設事業と合わせて︑過去
の津波被害や太平洋戦争での艦砲射
撃による戦災も含めた総合的な防災
学習施設を併設することを検討しま
す︒
整備基本構想で掲げられた事業の
方向性を基本に︑郷土資料館や鉄の
歴史館など︑他の施設の動向と調整
を図りながら検討を進めます︒
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Ⅰ

Ⅱ

②展示室

①映像室 約 ㎡
津波の記憶を風化させないため
に︑映像を公開するためのスペース
を設けます︒席数は 席以上を確保
します︒また︑防災学習や来館した
学校・団体などへのオリエンテー
ション︑体験学習︑ワークショップ
など︑多目的に利用できるよう配慮
します︒

⑶施設構成

ター︑市民体育館︑地域交流施設︑
集会所施設などの整備も検討されて
います︒このことから︑これら施設
との調和を図りながら建物の整備を
することを基本方針とします︒
鵜住居での出来事をはじめ︑釜石
の被災の記憶と教訓を学んでいくこ
とが﹁津波伝承施設﹂の役割である
ことを考えると︑その建物は︑記憶
伝承の場としての象徴性が高く︑静
かな環境であることが望まれます︒
こうした条件を第一に︑建物のあり
方を検討していきます︒

ご遺族をはじめ︑すべての市民が

⑴整備の考え方

■鵜住居地区﹁祈りのパーク﹂

整備概要

復興まちづくり基本計画におい
て︑７つの基本目標を具体化し︑復
興を支える﹁ のスクラムプラン﹂
の一つに︑震災メモリアル伝承事業
として︑震災で犠牲となられた方々
の鎮魂と︑そのもとで学んだ教訓な
どを長く後世に伝えるため︑複合的
な機能を備えた震災メモリアルパー
ク整備の推進を掲げています︒
震災メモリアルパークの整備に向
けては︑整備検討委員会での検討を
経て︑基本理念を﹃津波による犠牲
をなくし︑未来の命をまもるために
〜震災を後世に伝え︑悲劇が繰り返
されないまちづくりを発信する〜﹄
と定めた基本構想を平成 年３月に
策定しました︒
基本構想では︑東日本大震災での
犠牲者を慰霊・追悼する場となる祈
りのパークを鵜住居地区と東部地区
に整備し︑防災学習施設として鵜住
居地区には津波伝承施設を︑東部地
区には総合的な防災学習施設を整備
する方向性で取りまとめています︒
この基本構想を具体化するため︑
整備基本計画を策定する委員会を昨
年 月に設置し︑これまで６回の委
員会とワーキング検討会を通じて協
議を重ねてきました︒
26

鵜住居での出来事を中心に︑釜石
の津波災害と復興の経験を次の世代
へと伝えることをねらいとした展示
を実施します︒実物資料︑写真︑映
像︑解説文︑体験者の証言などを効
果的に活用します︒
③エントランス

鵜住居地区祈りのパーク・津波伝承施設整備予定位置図
（JR鵜住居駅前）

市は︑﹁釜石市震災メモリアルパーク整備基本計画案﹂につ
いてパブリックコメント︵意見募集︶を行います︒
資料は︑市ホームページに掲載するほか︑市市民課︑市教育
センター︑市保健福祉センター︑市立図書館︑各地区生活応援
センター︑市総合政策課︑市広聴広報課に備え付けます︒
●募集期間 ９月 日︵火︶〜 月 日︵水︶
14

10

映像室や展示室への導入口です︒
一定期間で展示替えができる特集展
示コーナーを併設します︒

特集展示コーナー
〈エントランス〉

津波伝承施設イメージ図

50

市は、東日本大震災犠牲者の追悼、鎮魂、震災の経験・記憶・教訓を後世に伝え、防災意識・防災学習を継
承、発信するため、震災メモリアルパークの整備に向けて取り組んできました。
平成26年３月に策定した基本構想に基づき、ご遺族・市民・有識者で組織する釜石市震災メモリアルパーク
基本計画策定委員会（以下、委員会）において協議・検討を行い、この８月に委員会としての整備基本計画案
を取りまとめました。
今後は、意見募集を経て整備基本計画を策定し、祈りのパークは平成29年３月、鵜住居地区防災学習施設
「津波伝承施設」は平成29年度前期の開設を目指して、設計、整備工事を進めます。

ＪＲ山田線鵜住居駅を中心とした
地区では︑鵜住居地区生活応援セン

10
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テーマ４〈展示室〉
震災から学んだこと

プロローグ〈映像室〉
2011.3.11 カメラが残したその日の記憶

15

テーマ１〈展示室〉
東日本大震災と釜石

ご意見を
お寄せください

50

70

テーマ３〈展示室〉
鵜住居の子どもたち
テーマ２〈展示室〉
鵜住居地区防災センターでの出来事

12

80

釜石市震災メモリアルパークの
整備基本計画案をお知らせします

時
所
程

■日
■場
■日

舞 台 発 表 会

９月26日（土）９時30分〜20時30分
市働く婦人の家 軽運動場

時

間

内

容

■日
■場
■内
グループ

59ピンポンクラブ
9:30〜12:00 ラ ー ジ ボ ー ル
ピンポンクラブ
13:00〜16:00 バ ウ ン ド テ ニ ス バウンドエコー

卓球愛好会

バウンディ火曜会

18:30〜20:30 バ ド ミ ン ト ン バトミントンクラブ

時 10月３日（土）13時〜16時
所 市働く婦人の家 軽運動場
容（グループ名）

箏演奏（おこと教室）、ストレッチ体操（のびのび
ストレッチ）、合唱（コーラスせせらぎ、翳った太陽
を歌う会）、民舞踊（民舞踊の会）、太極拳（太極
拳グループ）、社交ダンス（クイック）、フォークダ
ンス（フォークダンスの会コスモス）

【学習グループ】
募集人数

活動日

10月

活動時間

グループぱすてる（水彩画、パステル画）

何人でも（女性）

第2・3木曜日

12:00〜15:00

茶道教室

2人（女性）

第1・3土曜日

13:00〜15:30

五葉の会

何人でも（女性）

第1・3金曜日

10:00〜12:00

何人でも（女性）

毎週木曜日

13:30〜15:30

翳った太陽を歌う会

何人でも（女性）

5月〜10月の毎週木曜日

14:30〜16:00

墨の会（書道）

15人（女性）

第2・4火曜日

10:00〜12:00

煎茶を楽しむ会

10人（女性）

第2金曜日

13:00〜15:30

ロマンドール（創作粘土人形）

1人（女性）

第2月曜日・第3日曜日

10:00〜12:00

おこと教室

5人（女性）

毎週木曜日

13:30〜16:00

７

日㈬ 高澤獣医師

着付愛好会
コーラスせせらぎ

【スポーツグループ】
グループ名

募集人数

活動時間

何人でも（男女可）

毎週火曜日

10:00〜12:00

何人でも（男性）

毎週木曜日

18:00〜20:30

卓球愛好会（ラージボール）

1人（女性）

毎週木曜日

10:00〜12:00

ピンポンクラブ（ラージボール）

若干名（女性）

毎週土曜日

10:00〜12:00

毎週火・金曜日

（火）13:00〜15:00
（金）10:00〜12:00

若干名（経験者・男女可）

太極拳グループ

何人でも（男女可）

毎週木曜日

13:30〜15:30

民舞踊の会

6人（女性）

毎週金曜日

10:00〜12:00

フォークダンスの会コスモス

10人（男女可）

毎週土曜日

13:30〜15:30

のびのびストレッチ

10人（女性）

毎週水曜日

18:45〜20:00

ウォーキングの会

何人でも（男女可）

毎週水曜日

10:00〜12:00

川
開運橋

8月31日に行われた除幕式
27.9.15

広報かまいし

たか とう

提供：盛岡市

31

時

間

実施場所

時

間

①天神町仮設団地入り口付近

9:00〜 9:10 ⑨市球技場入り口付近

13:15〜13:25

②松原公園付近

9:20〜 9:30 ⑩甲子地区生活応援センター

13:30〜13:40

③大平児童遊園付近

9:40〜 9:50 ⑪大畑団地集会所

13:45〜13:55

④荒川地区集会所付近

10:15〜10:25 ⑫甲子林業センター

14:05〜14:15

⑤片川集会所前

10:40〜10:50 ⑬洞関地区コミュニティ消防センター

14:25〜14:35

⑥唐丹地区生活応援センター前

11:00〜11:10 ⑭甲子公民館砂子渡分館

14:45〜14:55

⑦平田第1・第2仮設団地入り口付近

11:20〜11:30 ⑮唄貝ちびっこ広場付近

15:05〜15:15

⑧上平田ニュータウン集会所前

11:40〜11:50

①橋野多目的集会施設前

9:00〜 9:10 ⑨昭和園クラブハウス前

13:15〜13:25

②栗林地区コミュニティ消防センター付近

9:20〜 9:30 ⑩上中島多目的グラウンド駐車場

13:30〜13:40

③砂子畑集会所前

9:35〜 9:45 ⑪小佐野地区生活応援センター

13:45〜13:55

④鵜住居公民館川目分館

9:50〜10:00 ⑫向定内・花崎産業駐車場

14:00〜14:10

⑤箱崎町仮設団地B入り口付近

10:20〜10:30 ⑬野田中央公園北側

⑥箱崎町第3仮設団地入り口付近

10:45〜10:55 ⑭小川町・親和橋付近（旧市民体育館入り口） 14:35〜14:45

⑦鵜住居町・日向グラウンド付近

11:15〜11:30 ⑮中小川集会所前

⑧大只越町・青葉公園付近

11:45〜11:55

■検査日程
月

☆予防注射（1匹）3,200円

日

時

間

場

所

11：00〜11：20 栗林小学校前
10月13日
13：30〜13：50 栗橋公民館前
㈫
14：30〜16：30 鵜住居地区生活応援センター前
10月14日 9：00〜11：30
シープラザ遊
㈬
13：30〜16：00
9：00〜11：30 沿岸広域振興局 正面玄関ロビー
10月15日
13：30〜14：30 唐丹町漁協 購買部前
㈭
15：00〜16：00 釜石・大槌地域産業育成センター前
10月16日 9：00〜11：30 小佐野コミュニティ会館前
㈮
13：30〜15：30 洞関地区コミュニティ消防センター前

【問い合わせ】 市市民課市民生活係

14:15〜14:25

14:55〜15:05

計量器定期検査を
実施します

上

ホテル東日本
盛岡

実施場所

☆登録料金（1匹）3,000円

取引や証明に使用するはかりは︑計
量法で定期検査を受けることが義務付
けられています︒該当するはかりを持
つ人は必ず受けてください︒
■検査対象のはかり
①商店で使用する取引用のはかり
②学校や幼稚園︑保育所で体重測定に
使用するはかり
③病院で体重測定に使用するはかり
など
■検査当日の持ち物
は か り ︑ 計 量 器 定 期 検 査 通 知 書︵ は
がき︶︑印鑑︑手数料

北

盛岡駅

桜城小学校

大島高任生誕の地︵盛岡市︶に
案内板が設置されました

案内板

☎23‑2017

﹁近代製鉄の父﹂と呼ばれる大島高任
の生誕地を示す案内板が︑盛岡市大通３
丁目︵桜城小学校敷地内︶に設置され︑
８月 日︑除幕式が行われました︒
大島高任は︑盛岡仁王小路︵現在の盛
岡市大通３丁目付近︶に生まれました︒
江戸・長崎などで蘭学や砲術︑兵学︑採
鉱︑精錬などを学び︑水戸藩での大砲鋳
造を経て︑盛岡藩甲子村大橋︵現在の釜
石市甲子町第１地割︶に洋式高炉を建
設︒日本初の鉄鉱石を原料とする洋式高
炉での連続出銑に成功しました︒その
後︑大島高任の指導で橋野町青ノ木に仮
高炉を建設し操業に成功︒日本の近代製
鉄に大きく貢献しました︒
案内板は︑﹁橋野鉄鉱山・高炉跡﹂の
世界遺産登録を機に︑郷土の先人として
改めて業績をたたえ︑顕彰していくもの
として盛岡市が設置しました︒

案内板設置場所

８

日㈭ 鈴木獣医師

リアスクラブ（ソフトバレー）

【問い合わせ】 市働く婦人の家

7

活動日

クイック（社交ダンス）

バウンディ火曜会（バウンドテニス）

91

犬の登録と狂犬病予防注射日程表

◎自主活動グループの会員を募集しています
グループ名

1

犬の登録と
狂犬病予防注射を
実施しましょう

ス ポ ー ツ 交 流 会

犬を飼うには狂犬病予防法によ
り各種の手続きが必要です︒
①新しく犬を飼ったとき
生後 日以上の犬には︑生涯に
回の登録が義務付けられていま
す︒
登録の手続きは︑市環境課およ
び動物病院ですることができます︒
②飼い犬が死亡したとき
市への届け出が必要です︒市環
境課または各地区生活応援セン
ターで手続きができます︒
電話による届け出も受け付けま
すので︑市環境課まで電話をして
ください︒
③登録内容の変更があったとき
犬の飼い主・住所などが変更に
なった際には︑市環境課への届け
出が必要です︒
④狂犬病予防注射
犬には︑年１回狂犬病予防注射
を受けさせることが法律で義務付
けられています︒
春・秋に実施する集合注射また
は︑かかりつけの動物病院で接種
できます︒
大事な家族を狂犬病から守りま
しょう︒

働く婦人の家で活動している各自主グループの成果発表を行います。どなたでも見学できます。

2
‑111 ︵内線２２３︶

22

問い合わせ

☎

働く婦人の家まつりを開催します

市環境課

大 の飼い主の皆さんへ 〜マナーを守って楽しいペットライフ!〜

☎22‑2111
（内線207）
広報かまいし

27.9.15

6

ま

「唐丹 夢あかり」×「LIGHT UP NIPPON」
8月11日［唐丹町小白浜］

東日本大震災の復興と追悼の意を込め、東北を元気にし
たいという想いから、岩手県・宮城県・福島県の沿岸の被
災地10カ所で約15,000発の花火が今年も打ち上げられ
ました。唐丹会場では、桜舞太鼓の演奏、唐丹中学校生徒
のよさこいソーラン、町内各女性部による盆踊、民謡、学
童クラブでのワークショップや盛岩寺での縁日などが行わ
れ、来場者は唐丹を彩る夢あかりと花火を楽しみました。
※岩手県では、釜石市のほか野田村・田野畑村・宮古市・
大槌町・大船渡市で開催
打ち上げられた花火と夢あかりの共演

釜石大観音仲見世通り

納涼流しそうめん祭り

ち

8月8日［大町特設会場］

観客約6,000人が熱い視線
を 送る中、「さーさ、よいやっ
さ」の掛け声とともに目抜き通
りを34団体約1,800人が踊り
ました。今 年は、よいさ小町と
はやし
お囃 子隊の衣装をリニューアル
させ、復活というイメージから
新しいスタートを 感じさ せる
"夏の風物詩"釜石よいさとなり
ました。

リニューアルした衣装を身にまとい、
か れん

釜石市戦没者追悼式

まる まる

8月9日［中妻体育館］

ちょうちん

が、提灯がぶら下がった仲見世通りはにぎやかな雰囲気を醸
し出し、子どもも大人も夏の終わりを楽しみました。
30メートルの長さの流しそうめんに子どもたちもおおはしゃぎ

ラグビーフットボール競技成年男子において岩手県が和歌山国体出場権獲得
第42回東北総合体育大会ラグビーフットボール競
技（7人制）
・成年男子の部において、釜石シーウェ
イブスRFCのメンバーを中心に構成された岩手県
チームは、代表決定戦で秋田県チームを24対12で
下し、10月から和歌山県で開催される「2015紀の
国わかやま国体」の出場を決めました。この大会は
来年の「希望郷いわて国体」のリハーサル大会も兼
ねて開催され、関係者らは声をそろえて来年の国体
に向けて弾みがついたと喜びました。来年の優勝を
期待される岩手県チームの細川監督は「和歌山では
最低ベスト4には入りたい」と決意を述べました。
トライを目指して駆け抜ける岩手県チームの選手

三陸ぐるっと食堂in KAMAISHI×B-1グランプリ
8月29日・30日［シープラザ遊］

9

27.9.15

広報かまいし

震災前に近い参加団体規模で大いににぎわいました

可憐に舞うよいさ小町

「釜石○○会議」から生まれた釜石大観音仲見世リノベー
ションプロジェクトが、仲見世通りのにぎわいの創出と再生
を目指してイベントを企画しました。流しそうめんのほか、
岩手大学落研の寄席、岩手ストリートパフォーマンスクラブ
によるジャグリング、劇団もしょこむミニ公演、コンセプト
BARなど多彩な催しが行われ、会場は訪れた人たちの笑顔
であふれました。時折、小雨が降るあいにくの空模様でした

東日本大震災津波からの復興後を見据え、食による地域
づくりをテーマにした、新たな広域イベントが開催されま
した。地域資源のブランド化による地域活性化を目指す愛
Bリーグ加盟7団体と地元地域づくり8団体がご当地グル
メを販売しました。釜石からは、釜石ラーメンや釜石バー
ガー、今回初披露となる新作の甲子柿スムージーなどが出
品されました。イベントには近隣の市町村から来た人など
もおり、出展ブースには長い行列ができるほどにぎわいを
見せました。また、ステージでは、桜舞太鼓、ブラック★
かまリンズ、釜石市民吹奏楽団などの演奏や虎舞などが披
露され、イベントを大いに盛り上げました。

題

第27回釜石よいさ

8月22日［釜石大観音仲見世通り］

8月22日・23日［市球技場］

話

の

「今、この瞬間に戦争をしている国がある。戦争をしてい
ない70年を世界に向けて発信できれば」と朗読した釜石
中学校1年木下美咲さん

犠牲となった戦没者、戦災殉難者を悼み、追悼式が行わ
れました。追悼式では黙とう、追悼の言葉、献唱、献花の
ほか、第3回釜石市「平和への思い」作文コンクールの優
秀賞受賞者の朗読などが行われました。曾祖母から艦砲射
撃の体験談を聞いた佐々木ここみさん（市立双葉小学校4
年）は「釜石にこんな悲しいことがあったことを知ってい
かりが込み上げてきた。笑顔があふれるやさしい世界を私
たちがつくっていかなければならない」と平和への思いを
朗読しました。今年は戦後70年の節目の年。蒸しかえる
ような暑さの中、参列者約110人は平和への誓いを新たに
しました。

ゆかたで夕涼み

8月9日［おおまち広場］

釜石納涼花火に合わせて、浴衣を着て夕涼みを楽しむイベント
が開催されました。「ゆかたファッションショー」では、浴衣に
袖を通した参加者たちがカメラの前でポーズをとるなど着こなし
た浴衣を楽しそうに披露。このほか短冊づくりやうちわづくり、
秋風センチメンタルのライブ、佐々木冨美子社中の舞踊、スタジ
オ ジュエルによるベリーダンス、金澤神楽（大槌町）の演舞や
抽選会などが行われ、来場者を楽しませました。企画したタウン
ポート大町らは「浴衣を着て参加した人や来場者の皆さんが華や
いだ気分で楽しんでもらえて良かった」とイベントの成功を喜び
ました。

親子で浴衣姿を披露した参加者

釜石納涼花火2015
8月9日［釜石湾］

港湾の復旧工事に伴い開催を見送られてきた花火が3年ぶりに打ち上
げられました。これは、釜石観光物産協会がラグビーワールドカップ
2019の釜石開催の決定や橋野鉄鉱山（橋野高炉跡及び関連遺跡）の
世界遺産登録決定を祝して開催したもの。全国花火競技大会でも有名な
大曲花火協同組合の花火師が尺玉やスターマインなどを次々と打ち上
げ、釜石の夜空に色とりどりの花が咲きました。観覧者たちは久しぶり
の花火に感動し、歓声をあげました。

お目当てのご当地グルメを堪能する来場者たち

カップルや家族連れが3年ぶりの打ち上げ花火を楽しみました
広報かまいし

27.9.15

8

※﹁ 楽しい！輪・和・話﹂では︑市内で活動している文化︑スポーツ︑
ボランティアなどのグループを紹介します︒

0.8g

10
27.9.15

広報かまいし

みんなの

塩分

99mg

市政Ｑ ＆Ａ

段申し入れがない限り会場整備費に充
当します︒また︑今後の事業進ちょく
に合わせ︑事業費や寄付金の状況︑
使途などについて随時公表していきま
す︒
③﹁釜石市ラグビーこども未来基金﹂
申込書を郵送︑ＦＡＸ︑メールなどで
お送りください︒申込書は市のホーム
ページからダウンロードできます︒
申込書の郵送を希望する人は︑市ラ
グビーワールドカップ推進室︵☎
‑
２１１１︑内線１０５︶へご連絡くだ
さい︒
⑴口座振り込み⁝振り込み前に必ず申
３
込書をＦＡＸ︵
‑ ６０６︶送信し
てください︒
︻受け入れ口座︼岩手銀行 釜石支店
︵普︶２０８１８０９
口座名義 釜石市会計管理者
※手数料はご負担ください︒
⑵現金書留⁝寄付金と申込書を同封し
てお送りください︵申込書は必ず同封
願います︶︒
※郵送料はご負担ください︒
⑶現金持参⁝申込書と現金を持参の
上︑市ラグビーワールドカップ推進室
︵市役所第４庁舎３階︶にお越しくだ
さい︒
入金を確認後﹁受領書﹂を郵送しま
す︒受領書は︑確定申告で控除を受け
る際に必要となりますので︑大切に保
管してください︒
︵市ラグビーワールドカップ推進室︶

カルシウム

3.9g

声

料 ︹４人分︺

脂質

7.5g

ラグビー場建設のために寄付を
考えていますが︑釜石市ラグ
ビーこども未来基金について教えてく
ださい︒
①寄付をした場合︑税制上の優遇措置
はありますか︒
②寄付金が間違いなくラグビー場建設
に使われたか確認はできますか︒
③具 体 的 な 送 金 方 法 を 教 え て く だ さ
い︒

材

作り方

たんぱく質

85kcal

ポ イ ン ト

①個人の場合は︑所得税法およ
び地方税法に基づき２０００円
を超える金額を寄付された場合は︑所
得税および住民税の寄附金控除の対象
になります︒この場合︑原則として確
定申告が必要になります︒所得税は寄
付された年︑住民税は寄付された翌年
に軽減されます︒
※寄附金控除の特例については︑ふる
さと納税に準じます︒詳細は市のホー
ムページ﹁釜石ふるさと寄付金﹂をご
覧ください︒
法人の場合は︑法人税法に基づき寄
付金の全額を損金算入することができ
ます︒
②基金に採納した寄付金は︑スタジア
ム建設などラグビーワールドカップに
向けた会場整備︑およびラグビーワー
ルドカップ後のラグビーを生かしたま
ちづくりに活用します︒第一目標であ
る会場整備に見込まれる財源不足の補
てんを達成するまでは︑寄付者から特

［ベビーホタテと厚揚げのキムチ炒め］

22

エネルギー

サラダ油 …………………… 適量

22

厚揚げは、縦半分に切り、横５mmの厚さに切る。
ニラは３cmぐらいの長さに切り、白菜キムチはざ
く切りにする。
フライパンにサラダ油を熱し、厚揚げを表と裏に
焼き色をつけ、ベビーホタテを入れて炒める。野菜
（ニラ・白菜キムチ）を入れ、しんなりしたら（A）
を入れ調味する。

酒 …………………… 大さじ1
しょうゆ …………… 小さじ1
めんつゆ…………… 小さじ1
A

12個
1枚
1/2束
80g
ベビーホタテ………………
厚 揚 げ ………………………
ニ ラ …………………………
白菜キムチ…………………

七瀬

元気回復夢クラブ

健康レシピ

※「すこやかアイドル」では、子どもの笑顔とお家の人から
のメッセージを紹介します。

２‑１１１︶
55

伊藤颯秀くん（2 歳）

い とうそうしゅう

唐丹地区の総合型地域スポーツクラブ
﹁唐丹すぽこんクラブ﹂の支援をいただ
き︑中高年の人を対象とした健康教室を開
催しています︒
普段は公民館を会場にリズム体操で体を
動かしたり︑市営プールに出向いて水中運
動をしていますが︑時には地区外に出掛け
てウオーキングをすることもあります︒
明るく楽しくノリがいいのが特徴の教室
です︒健康でいきいきした生活を︑私たち
と一緒に送ってみませんか︒
15

!!
お手軽

※市食生活改善推進員協議会の協力・監修で、
おすすめヘルシーメニューを紹介します。

いっぱい遊んでいっぱい食べて
大きくなろうね

■活動日⁝毎週金曜日
■時 間⁝ 時 分〜 時
■場 所⁝唐丹公民館
■会 費⁝年３６００円
■会員数⁝ 人
■連絡先⁝唐丹公民館︵☎
30

広報かまいし
27.9.15

11

13

たくさん食べて
大きく育ってね！
元気に育ってね

けい

川端

さ き ゆ ら
さ

どんどん大きくなあれ !!
オムツトレーニング頑張ろうね

慶くん（2 歳）

かわばた

佐々木夢空ちゃん（2 歳）

せ な
き めい あ
さ
さ

１〜３歳くらいのお子さんの写真を広報に掲載しませんか？
希望の場合は市広聴広報課（☎22−2111内線137）まで
ご連絡ください。

栗澤桂人くん（2 歳）

くりさわけい と

※「フレッシュ！きらり」では、まちで見かけた次代を担う青年男女を
紹介します。

菊池星那ちゃん（2 歳）

きく ち

佐々木萌彩ちゃん（2 歳）

いわて国体・空手道形競技でベスト4以上が目標

アイド ル
話

いっぱい元気に遊んでね！

４月から体育施設の管理・貸し出しなどの業務を
行っています。今後、経験を積みながら健康運動指
導士の資格を取得し、市民の皆さんにスポーツの楽
しさを伝えていきたいです。
釜石のいいところは、地域に団結力があるところ
だと思います。そんな地域で人とのつながりを大切
にしながら仕事をしていきたいです。
年長のときから空手道を始め、現在は国体指定強
化選手として週４日の練習や遠征に励んでいます。
今年の国体は、いわて国体に向けて少しでも自信に
つなげられるよう１試合ずつ勝ちたいです。いわて
国体はベスト４以上が目標です。
20

・ホタテの旬は秋から冬にかけてです。また、ホ
タテには特徴づける栄養素として「タウリン」
が豊富に含まれており、「タウリン」はコレステ
ロールの低下に役立っています。
・貝殻が５cm前後で、普通のホタテの稚貝のこ
とを「ベビーホタテ」といい、調理の際幅広く取
り入れられています。
主な栄養価

さん
（19歳・大字平田）
釜石市体育協会 勤務

川向

すこやか

き
ら
り
和

輪
楽しい!

Public Relations Lounge

ば
ば
ろ
ひ
の
の
民
市

誰でもゲートキーパー

胃がん検診を
実施します

ゲートキーパーとは悩んでいる人に気付き、声を掛け、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人です。「気付き」
「声掛け」「話を聴く」ポイントを知っておきましょう。
①「気付き」のポイント…いつもと様子が違うと感じたら悩みを抱えているかもしれません。
ため息ばかりついている
仕事中もボーッとしている など
②「声掛け」のポイント…悩んでいる人がいたら温かく声を掛け、心配していることを伝えてみましょう。
このごろ元気がないようだけどどうしたの
辛そうに見えるけど何か悩んでいたの など
③「話を聴く」のポイント…話を聴くことは悩みを抱えている人
9月は岩手県自殺防止月間です
の大きな支援になります。
うなづく、相づちを打つ
〜みんなでつなごう いのちとこころの絆〜
相手の気持ちを否定したり相手を責めたりせず、辛さを理解
「岩手県自殺予防宣言」キャッチフレーズ
しようという気持ちで など

個別健診

健診(予防接種)内容
１カ月児健診
３〜４カ月児健診
９〜10カ月児健診

日 時
10月中
10~11月中

１歳６カ月児健診

10月中

集団健診

３歳児健診
６カ月児健診・BCG接種
２歳児いい歯健診
４歳６カ月児発達検査

各種教室・集団予防接種
内

問い合わせ…市健康推進課

容

①パパママ準備教室（※1）
②ベビーマッサージ（※2）

10月28日㈬ 受付13:00〜13:15
10月 8日㈭ 受付 9:00〜 9:30
10月15日㈭ 受付 9:00〜 9:30
日 時
10月10日㈯
① 9:30〜11:30（受付9:20〜 9:30）
②10:00〜11:30（受付9:50〜10:00）

もぐもぐごっくん教室
【初期】（※2）
かみかみごっくん教室
【中・後期】（※2）

10月７日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）
10月14日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）

フッ化物塗布（※3）

９月27日㈰
９:30〜15:00

（受付9:30〜11:30、13:00〜14:30）

三種混合・不活化ポリオ

（※3）

10月６日㈫（受付13:15〜13:45）

◆日程・会場［受付時間］7時〜9時
検

医療機関・会場
県内小児科
〈小児科〉 県立釜石病院
岩井小児科医院
〈歯 科〉 市内歯科医院
市保健福祉センター
９階

会

対 象 者
平成27年９月生
平成27年７月生
平成27年１月生
平成26年３月生
平成24年３月生
平成27年４月生
平成25年３月生
平成23年３月生

場

対 象 者
①妊娠6〜7カ月の妊婦
市保健福祉センター
および配偶者
9階
②おおむね4〜12カ月児
青葉ビル研修室
1・2

個別通知
なし

あり

あり

申込期限
10月８日
㈭
10月５日
㈪
10月９日
㈮

おおむね5〜6カ月児
おおむね7〜12カ月児
1〜12歳
（小学6年生まで）

申し込み
不要

６カ月未満の子ども。
※平成24年７月生以降は除く。

当日受付

市保健福祉センター
9階
接種を受ける当日の年齢が７歳

内 容
精神保健相談
（こころの相談）

日 時
10月27日㈫
13:30〜16:00

対 象 者
認知症やうつ、思春期のこころに関することなど、悩
み、不安をもつご本人やご家族

備 考
毎月第４火曜日
（予約制、無料）

酒害相談
（リアス断酒新生会による）

10月21日㈬
13:00〜14:30

アルコール問題に関わる困りごとや不安をもつご本人
やご家族など

毎月第３水曜日
（予約制、無料）

薬局長

町 田 和
敏

広報かまいし

ハロー薬局

27.9.15

◆そ の 他

会

場

受検者の
駐車場

受検者の
駐車場

検

あり
少ない
あり

市保健福祉センター ※休日検診
10月24日㈯ 小佐野地区生活応援センター
※休日検診
昭和園クラブハウス
10月27日㈫
旧商業高校体育館
小佐野地区生活応援センター
10月28日㈬
野田集会所
昭和園クラブハウス
10月29日㈭
市保健福祉センター
甲子地区生活応援センター
10月30日㈮
洞関地区コミュニティ消防センター
小佐野地区生活応援センター
11月 4日㈬
野田集会所
長内集会所
11月 5日㈭
栗橋地区基幹集落センター
小川集会所
11月 6日㈮
甲子地区生活応援センター
昭和園クラブハウス ※休日検診
11月 8日㈰
市保健福祉センター ※休日検診

少ない
少ない
なし
あり
なし
あり
なし
なし
なし
少ない
なし
少ない
なし
なし
なし
なし

診

日

会

場

なし
なし
あり
少ない
なし
なし
あり
なし
なし
あり
なし
なし
少ない
あり
なし
なし
あり
なし

1,600円 ※平成28年3月31日時点で70歳以上、生活保護受給者、市民税非課税世帯のいずれかに該当する
人は無料です。
①検診会場での受検票の発行および再発行はできかねますのでご注意ください。
②受検票に記載されている日時や会場で都合が悪い場合、ほかの検診会場で受検することができます。その際
の連絡は不要です。
③会場によっては駐車場が十分にないところもありますので、徒歩や自転車、公共交通機関（バスなど）の利用
にご協力をお願いします。

胃がん検診の追加申し込みを受け付けます

☎25－2702

お薬手帳の使い方

薬局の窓口で﹁いつも同じ薬を飲んでい
るから︑お薬手帳にシールをはっていな
い﹂と言われることがあります︒そういっ
た場合には﹁あなた以外の人がお薬手帳を
見るときのことを考えてください﹂と説明
しています︒お薬手帳は︑皆さんの安全安
心のためのものです︒事故にあって意識が
ない場合に病院でさまざまな処置を受ける
ようなときにこそ︑お薬手帳が役に立つの
です︒お薬手帳があれば︑今飲んでいる薬
が確認できます︒いつから薬を飲んでいる
のか日付を見て確認します︒もしも︑手帳
の記録が何年も前の状態だったら︑確認の
ときに困ってしまい処置が遅れてしまった
り︑相性の悪い処置を選んでしまうことに
なるかもしれません︒だからこそ︑お薬手
帳に必ず記録を残すようにしてください︒
もう一つ︑皆さんに知っていてほしいこ
とは︑お薬手帳へ自由に書き込んでいいと
いうことです︒お薬手帳は﹁あなた仕様の
もの﹂に変えて構わないのです︒例えば︑
薬を飲んで具合が悪くなったら︑その日付
や時間と具体的な症状を書いてみてくだ
さい︒それを見た薬剤師は︑薬との相性や
薬が効き過ぎていないか︑あるいは効いて
いないのかを判断し︑必要があれば医師に
連絡します︒書き込みが無ければ問題がな
かったと判断します︒薬でアレルギーを起
こす人もいます︒そういった情報がお薬手
帳にはたくさん詰まっているのです︒
皆さんにはぜひ︑お薬手帳を自分の命を
守る手帳として使っていただきたいと思い
ます︒
13

日

◆検 診 料

母子健康手帳の交付日…10月2日、9日、16日、23日、30日（祝日を除く毎週金曜日 受付時間13:30〜15:00）
問い合わせ…市健康推進課保健予防係（市保健福祉センター2階）☎22－0179

問い合わせ…釜石保健所保健課

診

10月 6日㈫ 洞関地区コミュニティ消防センター
10月 7日㈬ 長内集会所
栗橋地区基幹集落センター
10月 8日㈭ 橋野地区多目的集会施設
（橋野ふれあいセンター）
小佐野地区生活応援センター
10月 9日㈮
向定内ひまわり集会所
10月13日㈫ 昭和園クラブハウス
10月14日㈬ 甲子地区生活応援センター
10月15日㈭ 大平集会所
唐丹地区生活応援センター
10月16日㈮
本郷地区コミュニティ消防センター
上平田ニュータウン集会所
10月20日㈫
上平田集会所
甲子地区生活応援センター
10月21日㈬
大松地区コミュニティ消防センター
唐丹地区生活応援センター
10月22日㈭
市保健福祉センター
小川集会所
10月23日㈮
野田集会所

※１ 母子健康手帳、母子健康手帳副読本持参 ※２ 母子健康手帳、バスタオル持参 ※３ 母子健康手帳持参

釜石保健所開設相談

保健予防係（☎22-0179）
※保健福祉センター2階

市は、3月までに申し込んだ人を対象に10月6日から胃がん
検診を実施します。受検票が届いた人は、受検票に必要事項を
記入の上、検診会場に忘れずにお持ちください。

保 健 だより

乳幼児健康診査

保健 案 内
内板
板

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

3月までに申し込みができなかった人を対象に追加申し込みを受け付けます。
◆ 申 込 期 間 9月28日（月）〜10月2日（金）8時30分〜17時15分
◆対
象 市在住で平成28年3月31日時点で40歳以上の人
◆ 申し 込 み 電話で市健康推進課（☎22−0179）へ ※ 住所、氏名、生年月日、電話番号をお伝えください。
けい

子宮頸がん予防接種の積極的な勧奨を差し控えています
子宮頸がん予防接種については、平成25年度から定期の予防接種となりましたが、ワクチンとの因果関
係を否定できない持続的な痛みを訴える重篤な副反応が発生したため、平成25年６月14日、厚生労働省か
ら全国の自治体に対し、子宮頸がん予防接種について積極的に勧奨すべきではないという勧告が出されま
した。※現在でも、国の方針に変更はありません。
市は、国の勧告に従い、子宮頸がん予防接種の積極的な勧奨を差し控えていますが、接種を希望する場
合は、有効性と副反応を十分理解した上で定期接種として無料で受けることもできます。
問い合わせ…市健康推進課

広報かまいし

☎22－0179

27.9.15
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各種相談
岩手弁護士会無料法律相談
日時…９月24日㈭、10月14日㈬ 10
時〜15時
場所…市消費生活センター
定員…予約先着８人
申し込み…市消費生活センター（☎
22−2701）
多重債務弁護士無料相談
日時…10月20日㈫ 10時〜15時
場所…市消費生活センター
定員…予約先着６人
申し込み…市消費生活センター（☎
22−2701）
公証相談
日時…10月１日㈭ 10時〜12時
場所…市消費生活センター
定員…予約先着４人
申し込み…宮古公証役場（☎0193−
63−4431）
※前日までに予約がない場合は中止
となります。
人権相談
日時…10月２日㈮ 13時〜16時
場所…市消費生活センター
申し込み…市消費生活センター（☎
22−2701）
交通事故相談
日時…10月27日㈫ 13時〜15時
場所…市消費生活センター
申し込み…市消費生活センター（☎
22−2701）
※前日までに予約がない場合は中止
となります。
私的整理ガイドライン相談
日時…10月29日㈭ 10時〜15時
場所…市消費生活センター
申し込み…私的整理ガイドライン運
営委員会（☎019−606−3622）
※前日までに予約がない場合は中止
となります。
信用生協消費者相談
日時…月〜金曜日 ９時〜17時（祝
日を除く）
場所…信用生協釜石事務所（中妻町
１−４−20 第一豊後ビル１階）
内容…生活資金、住宅取得、債務整
理などの貸し付けの相談など
問い合わせ…信用生協釜石事務所
（☎23−2227）
社会保険相談
日時…10月８日㈭ 10時〜15時30分
場所…青葉ビル１階研修室
内容…社会保険相談（事業所含
む）、国民年金・厚生年金相談
※相談を希望する人は予約制となり
ますので基礎年金番号の分かるもの
を用意して宮古年金事務所（☎0193
−62−1963）に電話でお申し込みく
ださい。

休日納税相談窓口

期日…９月27日㈰
時間…９時〜15時
場所…市税務課
問い合わせ…市税務課（☎ 22−2111、
内線153）

夜間納税相談窓口

期日…９月28日㈪、29日㈫、30日㈬
時間…17時15分〜19時15分
場所…市税務課
問い合わせ…市税務課（☎ 22−2111、
内線153）
【固定資産税2期】
今月の 【国民健康保険税3期】
納 税 納期限＝９月30日㈬
15
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第１回 防 災 士 養 成 研 修 講 座
受
講
者
募
集

ふ れ あ い 運 動 サ ポーター
養成講座
受講者募集

日時…10月26日㈪・27日㈫ ８時
30分〜18時40分（27日は18時ま
で。27日午後に試験あり）
場所…岩手大学三陸復興推進機構
釜石サテライト（大字平田）
定員…50人
受講料…5,000円（防災士資格認
証登録料）
申し込み…９月25日㈮までに市防
災危機管理課（☎22−2111、内線
118）へ ※受講要件があります。

ふれあい運動サポーターとは介
護予防のためのレクリエーションや
体操を学び、学んだことを広めるボ
ランティアのことをいいます。
日時…10月２日㈮、16日㈮、23日
㈮ 9時30分〜12時30分
場所…小佐野コミュニティ会館
対象…レクリエーションに関心の
ある人
定員…30人
参加料…無料
持ち物…筆記用具、動きやすい服
装、室内用上履き
申し込み…９月25日㈮までに市
地域包括支援センター（☎2 2−
2620）へ

復 興 支 援 熱 気 球
係 留 体 験 搭 乗 できます
日時…９月27日㈰ ７時〜10時
場所…イオンタウン釜石第２駐車場
搭乗整理券の配布…当日６時から
先着200人
※雨天時中止。天候の変化で予告
なく終了する場合があります。
申し込み…平鹿町熱気球クラブ
佐々木さん
（☎080−3335−5371）へ

国 民健康保険被保険者証は
月 1日に更 新されます

屋 形 遺 跡 現 地
説 明 会 を 開 催 し ま す
日時…10月３日㈯ 10時〜
場所…唐丹町字大石（林業セン
ター跡地）
問い合わせ…市生涯学習文化課
（☎22−8835）
※当日は９時釜石駅前発〜唐丹中
学校経由〜大石間でバスを運行し
ます。バスの乗車は20人（先着
順）となりますので、利用の申し
込みは市生涯学習文化課へ。
休日
4

当番医

市

新しい被保険者証は、９月下旬
に住民登録をしている住所に郵送
します。
マル学被保険者証の人は在学
証明書または学生証（写しでも
可）、印鑑を持参し、市市民課国
保年金係または各地区生活応援セ
ンター（釜石、平田は除く）で手
続きをしてください。
※「資格証明書」「短期被保険者
証」に該当する場合は、個別に案
内をします。
問い合わせ…市市民課（☎2 2−
2111、内線222）

休日当番医・薬局・歯科医（10月）

電話番号

中妻町

☎23−5157

11

神林医院【内】

甲子町

☎23−6635

12

久喜神経内科歯科クリニック【神・内】

中妻町

☎23−1111

18

藤井小児科内科クリニック【小・内】

大槌町

☎42−7788

25

加賀谷消化器科内科医院【消・内】

中妻町

☎23−1110

当番薬局

所在地

電話番号

休日
4

小泉医院【外・内】

所在地

ハロー薬局

中妻町

☎23−8455

11

中田薬局松倉店

甲子町

☎23−1230

12

つくし薬局釜石中妻店

中妻町

☎55−5641

18

菊屋薬局

大槌町

☎42−3526

25

ハート薬局

中妻町

☎25−0711

当番歯科医 ※診療時間は9時〜12時

所在地
甲子町

☎25−2785

11

遠刕歯科医院

中妻町

☎23−5478

18

おいかわ歯科医院

港

町

☎22−5800

25

瓦田歯科医院分院

小川町

☎23−6275

休日
4

かっし歯科医院

電話番号

釜石市の人口と世帯
（8 月末）
男

合

女

世

計

帯

17,065人（−

10人）

36,007人（−

6人）

18,942人（＋

まちのお知らせ

4人）

16,990世帯（＋ 4世帯）
※（

Information

）は前月比

点訳奉仕員養成講座受講者を
募 集 し て い ま す

釜石高校SSH事業 第3回Kプロジェクト・
水 産・海 洋 セ ミ ナ ー を 開 催 し ま す

J I C A ボ ラ ン テ ィ ア
平成 年度秋募集の説明会開催

日時…10月７日〜11月25日までの
毎週水曜日 18時30分〜20時30分
場所…身体障害者福祉センター
対象…パソコンの基礎的な操作が
でき、講習終了後に点訳ボラン
ティア活動に参加できる人
定員…10人
受講料…テキスト代実費
持ち物…ノートパソコン
申し込み…10月２日㈮までに身体
障害者福祉センター（☎23−1630）へ

日時…10月３日㈯ 13時30分〜16時
場所…岩手大学釜石サテライト
（大字平田３−75−1）
内容…海洋生物・漁業資源に関す
る講義と実習
定員…60人
申し込み…９月25日㈮までに釜
石高等学校SSH推進室（☎2 3−
5319）へ
※筆記用具を持参し、汚れてもよ
い服装で参加してください。

日時…①10月３日㈯ 10時〜12時
②10月７日㈬ 18時30分〜20時30分
場所…①岩手県公会堂１階15号室
②アイーナ５階 会議室501
問い合わせ…JICA東北（☎022−
223−4772）

釜 石 市 長 選 挙 の 立 候 補 手 続き説 明 会を開 催します
11月１日執行の釜石市長選挙の立候補予定者を対象に、立候補手続き
などに関する説明会を開催します。
日時…10月10日㈯ 10時30分〜
場所…市役所第１庁舎 第２会議室
問い合わせ…市選挙管理委員会事務局（☎22−2111、内線472）
移動図書館「しおかぜ」10月巡回日程
松原公園付近
大平町 大平集会所
８ 大平町 望洋ヶ丘集会所前
日 上平田 コカコーラ釜石営業所川向い
㈭ 上平田ニュータウン集会所前
雇用促進住宅上平田第二宿舎前
平田駅前

9:20〜 9:40
9:50〜10:20
10:30〜10:50
11:00〜11:20
11:30〜12:00
13:00〜13:30
13:40〜14:10

桜木町仮設団地
働く婦人の家
９ 小川町 太平工業アパート駐車場
日 旧小川小学校 甲子町第3仮設団地
㈮ 中小川 カサ･デ･ファミリア前
甲子町B仮設団地（松倉）
甲子町C仮設団地（松倉）

9:20〜 9:45
9:50〜10:20
10:30〜11:00
11:10〜11:40
13:00〜13:30
13:45〜14:15
14:20〜14:50

青葉ビル
大只越市営住宅付近
10 県営上平田アパート4号棟前
日 上平田 釜石地区教職員アパート駐車場
㈯ 上中島仮設団地談話室前
野田団地青空児童公園付近
松倉新日鉄アパート前（3号棟付近）

9:10〜 9:40
9:50〜10:20
10:40〜11:10
11:20〜11:50
13:00〜13:30
13:40〜14:10
14:20〜14:50

かまいしこども園
源太沢公園前
14 昭和園クラブハウス
日 大渡町 工藤駐車場（釜小入り口）
㈬ 釜石小学校
天神町仮設団地
鈴子町 佐々木健介さん宅前

9:10〜 9:40
10:00〜10:30
10:40〜11:10
11:20〜11:50
12:50〜13:30
13:40〜14:10
14:20〜14:50

秋季クリーンアップかまいし月間と
歓迎おもてなしクリーンアップウィーク
９月24日㈭から10月25日㈰まで
は「秋季クリーンアップかまいし
月間」、９月26日㈯は「市民一斉
清掃の日」です。また、いわて
国体に向け９月24日㈭から10月１
日㈭まで「歓迎おもてなしクリー
ンアップウィーク」となっていま
す。環境美化に努めましょう。
問い合わせ…市環境課（☎22−
2111、内線233）
問い合わせ

市立図書館（☎25－2233）

鵜住居小学校
五葉寮前
15 栗林町第4仮設団地前
日 栗林町第3仮設団地前
㈭ 砂子畑集会所前
栗林町仮設団地前
澤口製パン前

9:50〜10:30
10:35〜11:00
11:15〜11:35
11:40〜12:00
13:00〜13:30
13:40〜14:00
14:10〜14:40

松倉新日鉄アパート前（3号棟付近）
甲子町第 2 仮設団地（大畑南）
22
大畑団地集会所前
日
甲子林業センター駐車場
㈭
甲子地区生活応援センター前
国立釜石病院駐車場

9:50〜10:20
10:30〜11:00
11:10〜11:40
13:00〜13:30
13:40〜14:10
14:20〜14:50

新浜町 旧水産試験場
浜町 篠原浩さん宅前
16 市営ビル前
日 平田幼稚園前
㈮ 旧 尾崎小学校前
平田地区災害復興公営住宅付近
みずかみ平田店付近

9:20〜 9:40
9:50〜10:20
10:30〜10:50
11:10〜11:30
11:45〜12:10
13:20〜13:50
14:00〜14:30

平田第6仮設団地前
花露辺復興住宅前
23 本郷 小池タマさん宅駐車場
日 小白浜 旧 高橋酒店付近
㈮ 唐丹小学校前
片川集会所前
小白浜仮設団地前

9:20〜 9:40
10:00〜10:30
10:40〜11:10
11:20〜11:50
12:40〜13:20
13:30〜13:50
14:00〜14:30

青の木集会所付近
中村バス停前
27 栗橋地区生活応援センター前
日 上栗林集会所前
㈫ 栗林小学校前
鵜住居田郷地区（仮設A・B棟）
鵜住居田郷地区（仮設C・D棟）

9:50〜10:05
10:20〜10:40
10:50〜11:10
11:20〜11:40
12:40〜13:30
13:45〜14:15
14:20〜14:50

28
学校団体貸し出し
日
定内公園付近
㈬

9:00〜11:00
13:30〜14:00

20 かまいしワーク・ステーション 10:00〜10:30
日 鵜住居町日向アパート前 13:00〜13:20
13:40〜14:00
㈫ 外山集会所前
キクコーストア釜石松倉店前
甲子小学校
洞泉市営住宅前
21
甲子町第9仮設団地（大松）
日
旧大松小学校前
㈬
唄貝 チビッコ公園前
洞関地区コミュニティ消防センター前
甲子町A仮設団地（松倉）

9:10〜 9:40
10:00〜10:30
10:40〜11:10
11:20〜11:40
11:45〜12:00
13:00〜13:20
13:30〜14:00
14:10〜14:30

市立図書館 10月の休館日…５日、12日、13日、19日、26日（31日は開館します）

※交通事情により多少のずれが生じることがあります。

広報かまいし

27.9.15
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祝！2周年

⑨

今月号の広報はとある仕掛けを
しています︒
実は︑今回︑田野畑村・岩泉
町・宮古市・山田町・大槌町・釜
石市の６市町村で構成される沿岸
地区広報協議会の﹁三陸ジオパー
ク２周年﹂企画として︑各市町村
の９月の広報の表紙でジオサイト
を紹介することになりました︒釜
石は︑釜石鉱山を表紙にしました
が︑このほかに橋野高炉跡と根
浜・鵜住居がジオサイトに認定さ
れています︒
この市町村の中で広報かまいし
の発行が一番最後ということで︑
５市町村にご協力いただき︑それ
ぞれの表紙を下のとおり掲載させ
ていただきました︒
ところで︑そもそもジオパー
クって一体どういうものなので
しょうか︒下記︑参考のオフィ
シャルサイトやパンフレットから
まとめてみました︒
ジオパークとは︑地球や大地に
関わるさまざまな自然遺産︑例え
ば︑地層・岩石・地形・火山・断
層などを含む自然豊かな﹁公園﹂
のこと︒山や川をよく見て︑その
成り立ちに気付くことに始まり︑
生態系や人々の暮らしとのかかわ
りまでをつなげて考える場所で
す︒足元の岩石から頭上の宇宙
まで︑数十億年の過去から未来ま
で︑海や山の大自然からそこに暮
らす生き物と人々までを一つにし
て考える︒つまり地球を丸ごと考

徒徒 然然 日日 記記

かま
いし

［ 三陸ジオパーク2周年 ］企 画

える場所です︒現在︑日本には
地域あり︑そのうち６カ所︵洞爺
湖有珠山︑糸魚川︑山陰海岸︑島
原半島︑室戸︑隠岐︑阿蘇︶が
﹁世界ジオパーク﹂に認定されて
います︒
三陸ジオパークは平成 年９月
に日本ジオパークとして認定さ
れ︑エリアは青森県八戸市から岩
手県の沿岸を縦断して宮城県気
仙沼市まで全 市町村︒南北約
２２０㎞︑東西約 ㎞で︑その海
岸線は約３００㎞にもおよぶ日本
一広大なジオパークで︑ カ所が
ジオサイトとして認定されていま
す︒
なるほど︑この説明からする
と︑かなり壮大な公園であること
が分かりますね︒三陸の自然がい
かにすごいかを物語っているよう
です︒
今回の企画を通して︑あらため
て沿岸被災地の広域連携がもっと
あっても良いかもしれないと思
いました︒例えば︑この三陸ジオ
パークをコンセプトに沿岸を南北
に渡ってめぐる観光などはいかが
でしょうか︒地球の歴史から人々
の暮らしのかかわりを想起する壮
大な旅です︒沿岸被災地がそれぞ
れで頑張ることはもちろんです
が︑共に手を取り合い協力しなが
ら︑ときには良きライバルとして
切磋琢磨しながら︑お互いが成長
すてき
し合うような⁝そういう素 敵な関
係を築いていきたいものですね︒
16
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森・川・海 と ひ と が共生する安らぎのまち

岩泉町

宮古層群

人と自然が織りなす 心豊かな協働の村

広
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茂師海岸

２０１５

９

復興へのご支援に心から感謝します

石の模様に
「 ジ オ 」を 感 じ て

田野畑村

広報

９

津波石 が伝 える
一億一千万年前 の
現在地
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主な内容
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C:12 M:35 Y:81

● 村議会議員選挙結果 ������ ２㌻
● 三陸ジオパーク認定２周年 ��� ３㌻
● 第54 回田野畑村成人式 ����� ４㌻
● マイナンバー制度について ��� ６㌻

７月 28 日～ 30 日、友好都市の青森県藤崎町の
児童が村を訪れ、村の児童と交流しました。
28 日はハイペ浜の平成の津波石
（写真中央の巨
岩）
の前でジオパークガイドから約１億 1 千万年
前の地層について学びました。
（関連記事３ページ）

C:62 Y:5
K:100

浄土ヶ浜

宮古市
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１億４千万年前から続く壮大な鉄の物語

山田町

三陸ひとつなぎ自然学校は、スタッフやボランティアを対象に釜石鉱山見学会を開催しました。１億４千万
年前の地質変動により、日本最大の鉄鉱山が大橋・橋野一帯に誕生しました。大橋では1858年に洋式高炉を
建造し、日本で初めて鉄鉱石を原料とした連続出銑に成功しました。鉄鉱石のほかに銅鉱石なども産出して
いましたが、現在は大規模な採掘は終えています。鉱山には地質変動により生成した多種多様な岩石や全盛
期をしのぶ遺産も残されており、2013年には三陸ジオパークのジオサイトに認定されました。
〔９月４日／釜石鉱山（大橋）〕※関連ページ：16ページ（「三陸ジオパーク2周年」企画について）

祝！2周年

豊間根川

大槌町

釜石鉱山
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本格的な宅地の引き渡しが始まります
釡石市震災メモリアルパークの整備基本計画案
狂犬病予防注射、計量器定期検査
働く婦人の家まつり開催、大島高任生誕の地に案内板を設置
まちの話題
市民のひろば
保健案内板
まちのお知らせ
かまいし徒然日記

参考
資料
表紙に掲載されたジオサイト

釜

大槌町長選挙結果
復興通信
石

市

TEL.0193-22-2111 FAX.0193-22-2686
ホームページ http//www.city.kamaishi.iwate.jp/

私たちがつくる私たちの新しいまち
⑱災害公営住宅

ひょうたん島日記
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■日本ジオパークネットワーク http://www.geopark.jp/index.html
■三陸ジオパーク http://sanriku-geo.com/
■三陸ジオパーク推進協議会 「三陸ジオパーク見どころブック」
（パンフレット）

【問い合わせ】市広聴広報課

☎22−2111（内線138）

広報かまいし

27.9.15
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