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I n f o r m a t i o n

　「いわて男女共同参画月間」に
併せ、いわて男女共同参画フェス
ティバル2018を開催し、基調講
演の他、分科会、パネル展示など
も行います。
日時　６月16日㈯10時～15時
場所　いわて県民情報交流センター 
アイーナ（盛岡市）
内容　【午前】開会・表彰式、基
調講演「家族の子育て・みんなの
子育て～女性活躍の鍵は男性の家
庭進出から！～」【午後】各分科
会（酪農、性別役割分業、ハラス
メント、災害復興、セクシュアリ
ティ、地域防災など）
対象　県内在住の人
申込期限　５月21日㈪16時
※会場へは市公用車で送迎します
申し込み・問い合わせ　市総合政
策課（☎27-8413）

【参加募集】【参加募集】
男女共同参画フェスティバル男女共同参画フェスティバル

　クマに遭ったときは次のことに注
意しましょう。
【クマを目撃した！】
・ 市農林課へ時間と場所、頭数を連
絡しましょう
※ ふんや足跡などを見つけた場合も
ご連絡ください
【クマと遭遇した！】
・ クマから目を離さず、刺激しない
ようにゆっくりと後ずさりしま
しょう
※ 背中を見せて走ると、クマは本能
的に追いかけてきます
【クマを誘引しないために！】
・ 臭いのするものを外に置かないよ
うにしましょう

・ ごみは適切に処分しましょう
・ 実のなる木をしっかり管理しま
しょう
・ 雑草を刈り払い、見通しをよくし
ましょう
【山に入るときは！】
・ クマの出没状況を確認しましょう
・ ラジオや鈴、笛などで、クマに自
分の存在を知らせましょう
・ クマの行動が活発な朝夕や霧が出
ている時は入山を避けましょう
・ クマの形跡を見つけたら引き返す
か迂

う
回
かい
しましょう

問い合わせ　市農林課林業振興係
（☎22-2111、内線302）

ツキノワグマに注意 !

　５～７月にかけて鮮やかな黄色
の花をつけるオオキンケイギク
は、「特定外来生物」に指定さ
れています。きれいな花だからと
いって自宅の庭や花壇に植えず
に、駆除にご協力ください。
処理方法　根から引き抜き２日～
３日天日にさらして枯死させた
後、一般ごみとして廃棄してくだ
さい。できるだけ、種子をつける
前に駆除してください

30～70㌢程度の高さで、花は５～７㌢
でコスモスに似た形状
問い合わせ　市環境課（☎27-
8453）

オオキンケイギクの駆除にオオキンケイギクの駆除に
ご協力くださいご協力ください

登録期間　登録日～翌年度末
作業期間　調査計画が具体化した
際に、必要に応じて選考の上、登
録者にご連絡します
作業内容　掘削作業を主とする土
木作業
賃金　日額6,665円(交通費なし)
登録先　市教育委員会総務課（☎
22-8832）

【募集】【募集】
埋蔵文化財発掘、試掘作業員埋蔵文化財発掘、試掘作業員

【高齢介護福祉課】
募集人数　介護認定訪問調査員１人
応募資格　パソコンの基本的な操
作ができる人、普通自動車免許
（AT限定不可）
雇用期間　６月13日㈬～12月12
日㈬
業務内容　要介護、要支援認定申
請者の訪問調査など
賃金　日額6,665円
応募方法　ハローワーク釡石（☎23-
8609）へお申し込みください
問い合わせ　市総務課（☎27-
8411）

【募集】【募集】【募集】
市の臨時職員市の臨時職員

　SL銀河を浴衣姿で出迎えて、釡
石を盛り上げましょう。詳しくはホーム
ページ（https://www.facebook.
com/yukatadeyusuzumi/）をご
覧ください。
日時　毎週土曜日14時（15時７
分：SL到着）
※運休などで開催しない場合があ
ります
場所　JR釡石駅
※参加申し込みをした人は入場無
料です
持ち物　浴衣
※私服参加も可能です
申し込み、問い合わせ　ゆかた
で夕涼み実行委員会事務局（☎
090-4319-6049）

【参加募集】【参加募集】
浴衣でSL銀河をお出迎え浴衣でSL銀河をお出迎え

日時　６月１日㈮10時～15時
会場　釡石いこいの家
内容　子どもの養育と療育につい
ての助言や指導、医学的・心理的
判定
申込期限　５月25日㈮
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

【要予約】【要予約】
宮古児童相談所巡回相談宮古児童相談所巡回相談

　市は、各地区の復興の進
しん
捗
ちょく
状況

などについて意見交換する「復興
まちづくり協議会」を開催しま
す。両石地区の住民、事業者、地
権者の皆さんの参加をお待ちして
います。
日時　５月27日㈰14時～16時
場所　鵜住居地区生活応援センター
内容　最新の土地利用計画や今後
のスケジュールなどについて
※申し込みは不要です
問い合わせ　市復興推進本部事務
局（☎27-8479）

両石地区両石地区
復興まちづくり協議会復興まちづくり協議会

P u b l i c  R e l a t i o n s  L o u n g e

市 民 の ひ ろ ば 

すこやか

楽しい!楽しい!楽しい!楽しい!

きらり

小
お
澤
ざわ
水
みず
葉
は
ちゃん（2歳）友

とも
愛
あ
ちゃん（2歳）

笑顔のステキな
子になってね！

元気で優しい
子になってね！

※「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
　 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（☎27-8419）までご連絡ください。

前
まえ
田
だ
瑛
え
里
り
ちゃん（2歳）

元気で優しい子になってね

渋
しぶ
谷
や
実
み
希
き
ちゃん（2歳）

家族のアイドルみきちゃん♡
優しい女の子に育ってね

新
しん
屋
や
陽
ひ
菜
な
ちゃん（2歳）

これからもお姉ちゃんと仲良く、
元気に育ってね♡

竹
たけ
山
やま
永
え
理
り
ちゃん（2歳）

元気いっぱい育ってね！

菊
きく
池
ち
恵
けい
右
すけ
くん（2歳）

優しい子になってね

接客は自分らしく笑顔で
　人と接する仕事がしたくて、高校を卒業してすぐに
イオンスーパーセンター陸前高田店へ就職。昨年９月
に釡石店へ異動してきました。
　今は文具やおもちゃ売り場担当として、季節やイベ
ントごとの売り場づくりや、商品の仕入れも任されて
いて、新しい商品が入ってくるときはわくわくしてい
ます。テレビやお客様から商品の情報をいただくこと
もあり、新しい知識やいろいろな発見で自分の中の引
き出しが増えていくことが嬉しいです。
　釡石に来てから市民ホールができたり、まちが住み
やすく、良い方向に向かっていると感じています。

千田　ゆうかさん
（21歳・大町）
イオンスーパーセンター
釡石店　勤務

働く婦人の家自主グループ
ウォーキングの会

※「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

※「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

　私たちウォーキングの会は、小川町の働く婦人の家を
出発し、中妻方面や野田方面など市内を歩いています。
春夏秋冬、季節の花々を眺めながら、釡石にもこんな良
い所があると、楽しみながら、無理をせずに歩きます。
　春と秋には、それぞれ一度市外に出て、ウォーキング
の後に、温泉食事会を楽しんでいます。
　男女問わず、出会いをお待ちしています。
■活動日　 毎週水曜日（1月、8月は休み）
■ 時　間　10時～12時
■ 場　所　働く婦人の家に集合
■ 会　費　月500円
■ 会員数　15人
■ 問い合わせ　☎23-2017（働く婦人の家）
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身体障がい者巡回相談（要予約）
日時　６月８日㈮13時30分～16時
（受付は14時まで）
場所　市保健福祉センター９階
対象　肢体不自由のため身体障害者
手帳の交付を受けている人
内容　義肢、装具、車いすなどの交
付と修理の要否や適合判定
※診断料、相談料は無料です
申込期限　５月30日㈬
申し込み・問い合わせ　市地域福祉
課（☎22-0177）
出張年金相談（要予約）
日時　６月14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）、国民年金や厚生年金相談
申し込み　基礎年金番号が分かるも
のを用意し、宮古年金事務所（☎
0193-62-1963）で電話受け付け
私的整理ガイドライン相談（要予約）
日時　６月14日㈭12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）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　６月19日㈫10時～15時
場所　市消費生活センター
定員　先着６人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）
多重債務相談窓口
日時　月～金曜日（祝日、年末年始
を除く）８時30分～16時30分
場所　盛岡合同庁舎４階
相談専用電話　盛岡財務事務所（☎
019-622-1637）

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　５月23日㈬、６月13日㈬10時～
15時
場所　市消費生活センター
定員　先着８人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）
住宅再建相談会
日時　５月27日㈰10時～12時30
分、13時30分～16時
場所　青葉ビル１階研修室
内容　公的支援制度や住宅融資など
の住宅再建関係、個別相談
※今回「住まいの復興給付金」申請
相談はありません
問い合わせ　市生活支援室（☎22-
1171）
人権相談
日時　６月１日㈮13時～16時
場所　市消費生活センター
対応　人権擁護委員
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）
交通事故相談（要予約）
日時　６月５日㈫13時～15時
場所　市消費生活センター
対応　県交通事故相談員
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）
公証相談（要予約）
日時　６月７日㈭10時～12時
場所　市消費生活センター
定員　先着４人
申し込み　宮古公証役場（☎0193-
63-4431）

釡石市の人口と世帯（４月）
男 16,247人（－ 3人）

女 17,955人（－ 35人）

合　計 34,202人（－ 38人）

世　帯 16,682世帯（＋20世帯）
※（　）は前月比。

夜間納税相談窓口
期日　５月24日㈭、25日㈮、28日㈪、
　　　29日㈫、30日㈬
時間　17時15分～19時15分
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

休日納税相談窓口
期日　５月19日㈯、20日㈰
時間　９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

休日当番医・薬局・歯科医（６月）
休日 当番医 所在地 電話番号
3 国立釡石病院【内・小】 定内町 ☎23-7111
10 大槌おおのクリニック【内・循内】 大槌町 ☎44-3122
17 平野内科医院【内】 只越町 ☎22-1273
24 ふじまる内科医院【内・消】 大槌町 ☎27-5151
休日 当番薬局 所在地 電話番号
3 中田薬局小佐野店 小佐野町 ☎21-3355
10 ハーブ薬局 大槌町 ☎44-3171
17 しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎55-4343
24 クリス薬局 大槌町 ☎55-5891
休日 当番歯科医　※診療時間は9時～12時 所在地 電話番号
3 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎29-1222
10 鈴木歯科医院 中妻町 ☎23-5908
17 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311
24 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315

受験資格
①平成30年４月１日時点で高校
卒業後３年を経過していない人、
平成31年３月までに高校卒業見
込みの人
②人事院が①と同等の資格がある
と認める人
申込期間　６月18日㈪～27日㈬
申し込み方法　国家公務員試験
採用情報NAVI（http://www.
jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）か
らお申し込みください
第１次試験日　９月２日㈰
問い合わせ　仙台国税局（☎022-
263-1111、内線3236）

【募集】【募集】【募集】
税務職員採用試験税務職員採用試験

期日　５月27日㈰
日程（場所）
９時～：式典（釡石市民ホール
TETTO）
10時～：分列式（ホテルサンルート
釡石前県道釡石港線）
11時～：放水訓練（千鳥町甲子川河
川敷）
※釡石市民ホール前からツルハド
ラッグ釡石店前まで、全面通行止め
となります（駐車専用スペースにつ
いてもご遠慮願います）
※雨天時は釡石市民ホールで式典
のみ開催します
申し込み・問い合わせ　市消防課
（☎22-2525）

釡石市消防団消防演習釡石市消防団消防演習釡石市消防団消防演習釡石市消防団消防演習

まちのお知らせまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまち のおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのお 知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知らせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまち のおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのおのお 知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知ら知らまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまちまち のおのおのおのおまちのお知らせ
I n f o r m a t i o n

１日㈮
キクコーストア釡石松倉店前 9:10 ～ 9：40
洞泉 市営住宅前 10:05 ～ 10：35
旧大松小学校前 10:45 ～ 11：15
大松地区コミュニティ消防センター前 11:25 ～ 11：50
唄貝 チビッコ広場前 12:55 ～ 13：20
仙人インフォメーションセンター付近 13:30 ～ 13：55
洞関地区コミュニティ消防センター前 14:05 ～ 14：35

５日㈫
かまいしこども園 9:10～ 9:40
天神町 仮設団地 9:45 ～ 10:15
只越 復興住宅 1号棟前 10:25 ～ 11:00
平田 復興公営住宅前 11:20 ～ 11:50
県水産技術センター 12:00 ～ 12:30
旧尾崎小学校前 13:50 ～ 14:20

６日㈬
野田町 仮設団地 9:10～ 9：35
野田町 第2仮設団地 9:40～ 10：05
甲子町 第2仮設団地（大畑南）10:30 ～ 11：00
大畑団地集会所前 11:10 ～ 11：40
SMC㈱釡石 第４工場 12:15 ～ 12：45
甲子林業センター駐車場 13:30 ～ 14：00
甲子地区生活応援センター前 14:10 ～ 14：40

７日㈭
旧小川小学校 甲子町第３仮設団地 9:10 ～ 9：40
中小川 カサ･デ･ファミリア前 9:50 ～ 10：20
昭和園クラブハウス 10:40 ～ 11：10
源太沢公園前 11:20 ～ 11：50
SMC㈱釡石 第1工場 12:15 ～ 12：45
働く婦人の家 13:30 ～ 13：50
桜木町サポートセンター付近 14:10 ～ 14：40

９日㈯
青葉ビル 9:10～ 9：40
大只越 市営住宅付近 9:45～ 10：15
県営上平田アパート4号棟前 10:35 ～ 11：05
上平田 教職員アパート駐車場 11:10 ～ 11：40
上中島町 仮設団地談話室前 13:00 ～ 13：30
野田団地 あおぞら児童公園付近 13:40 ～ 14：10
松倉新日鉄アパート前（３号棟付近） 14:20 ～ 14：50

13日㈬
平田 第6仮設団地前 9:20～ 9：50
岩手大学 釡石キャンパス 10:00 ～ 10：30
あいぜんの里 10:45 ～ 11：15
上平田ニュータウン集会所前 11:20 ～ 11：50
大平下水処理センター駐車場 12:00 ～ 12：30
岩手トヨペット㈱釡石支店 13:30 ～ 13：50
釡石福祉作業所 14:30 ～ 14：45

14日㈭
栗橋地区生活応援センター前 10:00 ～ 10：30
上栗林地区集会所前 10:45 ～ 11：15
釡石地区合同庁舎 12:00 ～ 12：30
国立釡石病院駐車場 13:40 ～ 14：05
小川町 太平工業アパート駐車場 14:20 ～ 14：40

15日㈮
大平町 大平集会所 9:20～ 9：45
大平町 望洋ケ丘集会所前 9:55～ 10：20
唐丹公民館前 10:50 ～ 11：20
本郷 小池タマさん宅駐車場 11:30 ～ 11：55
花露辺 復興住宅前 13:10 ～ 13：40
平田駅前 14:10 ～ 14：40

20日㈬
松原公園付近 9：15～ 9：35
かまいしワーク･ステーション 10：00～ 10：30
五葉寮前 10：45～ 11：15
鵜住居公民館前 11：25～ 11：55
鵜住居 田郷地区（仮設C･D棟）13：00～ 13：25
鵜住居 田郷地区（仮設A･B棟）13：30～ 13：55
澤口製パン前 14：00～ 14：30

21日㈭
桜木町仮設団地 9：20～ 9：40
鈴子町 ステーションホテル駐車場 10：00～ 10：30
釡石情報交流センター駐車場 10：40～ 11：00
SMC㈱釡石 第2工場 12：15～ 12：45
釡石小学校 13：00～ 13：30
大渡町 工藤駐車場（釡小入り口）13：35～ 13：55
マイヤ野田店駐車場 14：10～ 14：40

27日㈬
鵜住居町 日向アパート前 9：30～ 10：00
鵜住居小学校 10：10～ 10：50
鵜住居児童館 10：55～ 11：25
栗林小学校前 12：40～ 13：30
砂子畑集会所前 13：35～ 14：00
栗林町 仮設団地前 14：05～ 14：30

29日㈮
新浜町 旧水産試験場 9：20～ 9：45
浜町 篠原浩さん宅前 9：50～ 10：15
魚市場駐車場（市営ビル前が工事中のため） 10：20～ 10：40
平田地区生活応援センター前 11：00～ 11：30
みずかみ平田店付近 11：40～ 12：10
荒川 復興住宅前 13：30～ 13：55
片川集会所前 14：05～ 14：30※交通事情により多少のずれが生じることがあります

移動図書館「しおかぜ」 ６月巡回日程

図書館　６月の休館日…４日、11日、18日、25日 問い合わせ　図書館（☎25-2233）

日時　10月14日㈰10時～
場所　岩手産業文化センター ア
ピオ（滝沢市）
試験案内の配布　５月25日㈮か
ら市地域包括支援センターと釡石
保健所で配布します
申込期間　６月26日㈫～７月９
日㈪
問い合わせ　（公財）いきいき岩手
支援財団（☎019-626-0196）

岩手県介護支援専門員岩手県介護支援専門員岩手県介護支援専門員
実務研修受講試験実務研修受講試験実務研修受講試験

　鵜住居町で栽培されたブドウか
ら醸造したワインのネーミングを
募集します。詳しくはホームページ
（https://www.facebook.com/
wine.kpj）をご覧ください。
募集内容　「いわて」のワインイ
メージにふさわしいキャッチコ
ピー、オリジナルネーミング、複
数応募可
※釡石、鵜住居などの地名は使用
できません
応募方法　郵便、FAX、メール
募集期限　６月30日㈯17時
応募先、問い合わせ　ワインで
乾杯プロジェクト事務局（☎090-
7218-6944、〒026-0301鵜住居
町20-93-18、FAX28-1288、
nebamamind@gmail.com）

【募集】ワインで乾杯プロジェ【募集】ワインで乾杯プロジェ【募集】ワインで乾杯プロジェ
クトのワインのネーミングクトのワインのネーミングクトのワインのネーミング

　期日までに、最寄りの銀行、郵
便局で手続きしてください。
申告・納付期間　６月１日㈮～７
月10日㈫
※石綿健康被害救済のための「一
般拠出金」についての申告と納付
も必要です
※５月中に必要書類を送付します
問い合わせ　岩手労働局（☎019-
604-3003）

料などの申告と納付の手続き
【事業主の皆さんへ】労働保険【事業主の皆さんへ】労働保険
料などの申告と納付の手続き料などの申告と納付の手続き

日時　６月６日㈬13時30分～14
時30分
場所　特別養護老人ホーム ア
ミーガはまゆり
内容　「歯と認知症の関係」講師 
久喜神経内科歯科クリニック 久
喜薫子 先生
参加費　無料
※申し込みは不要です
問い合わせ　はまゆり在宅介護支
援センター（☎25-0650）

認知症の人とあゆむ会
講演会
認知症の人とあゆむ会認知症の人とあゆむ会認知症の人とあゆむ会
講演会講演会講演会

　青森から東京までたすきをつな
げます。復興へ向けた取り組みや被
災地の現状を発信しながら、参加者
と被災地の絆を深めます。ぜひ、ご
参加ください。詳しくはホームぺー
ジ（http://www.1000km.jp）を
ご覧ください。
開催期間　７月24日㈫～８月７日㈫
申込期限　５月31日㈭
問い合わせ　未来への道1000km
縦断リレー参加者事務局（☎03-
3255-5613、平日10時～17時）

未来（あした）への道
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未来（あした）への道未来（あした）への道
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