
今月のインフォメーション

　「総合消費料金未納分訴訟最終
通知書」というはがきについての
相談が寄せられています。過去に
利用した業者への未払いがあると
思わせ、「裁判所に訴状が提出さ
れた」などと不安をあおり、電話
をかけさせようとするものです。
公的機関をかたり、訴訟の取り下
げ費用などとして高額なお金を請
求される恐れがあります。不審な
はがきが届いたときは、早めにご
相談ください。
相談先　市消費生活センター（☎
22-2701）

ご注意ください
架空請求はがきに架空請求はがきに
ご注意くださいご注意ください

　森林を伐採、開発するときは、
事前に届け出や許可申請の各種手
続きが必要です。森林の伐採、開
発の計画がありましたら、ご連
絡、ご相談ください。
問い合わせ　①保安林以外の森
林で伐採する場合＝市農林課（☎
27-8426）②保安林での伐採や
土地の形質変更、保安林以外で
の1haを超える開発をする場合＝
県沿岸広域振興局農林部（☎27-
5525）

森林の伐採、開発には森林の伐採、開発には森林の伐採、開発には森林の伐採、開発には
手続きが必要です手続きが必要です手続きが必要です

　自死や自然災害被災、事故など
で家族や大切な人を亡くし、強い
悲しみが長く続いている人の回復
を支援するため「こころサロン
ENERGY」を開催します。
日時　【全6回】６月17日㈰、25
日㈪、７月９日㈪、23日㈪、８
月６日㈪、20日㈪、各回14時～
16時
場所　県福祉総合相談センター４
階 大会議室（盛岡市）
対象　死別後１年以上経過してい
る人で、全ての回に参加できる人
※身体疾患や精神疾患で通院して
いる人は主治医の承認が必要です
申し込み・問い合わせ　県精神
保健福祉センター（☎019-629-
9617）

こころサロンENERGYこころサロンENERGYこころサロンENERGYこころサロンENERGY

　郷土資料館の館内設備改修工事
が終了したので、６月１日㈮から
見学を再開します。
問い合わせ　郷土資料館（☎22-
2046）

郷土資料館の見学を再開します郷土資料館の見学を再開します郷土資料館の見学を再開します郷土資料館の見学を再開します

　釡石市民ホールTETTOは次の
日、施設点検のため休業します。
期日　６月22日㈮、７月18日㈬、
８月20日㈪、９月13日㈭、10月
16日㈫、11月28日㈬、12月18日
㈫、平成31年１月16日㈬、２月
14日㈭、３月20日㈬
問い合わせ　釡石市民ホールTETTO
（☎22-2266）

【TETTO】
施設点検による休業日

【TETTO】【TETTO】【TETTO】
施設点検による休業日施設点検による休業日

縦覧期間　６月29日㈮まで
※土・日曜日を除く
時間　８時30分～17時15分
場所　市役所第３庁舎 企業立地
課、栗橋地区生活応援センター
意見募集期限　６月29日㈮
※当日消印有効
問い合わせ　㈱ユーラスエナジー
ホールディングス（☎03-5404-5337）

（仮称）釡石広域風力発電事業更新計画（仮称）釡石広域風力発電事業更新計画（仮称）釡石広域風力発電事業更新計画
に関する計画段階環境配慮書の縦覧に関する計画段階環境配慮書の縦覧

　家族との死別（喪失）による悲
嘆について理解を深めるため開催
します。
日時　６月17日㈰13時～16時30
分（受付12時30分～）
場所　県福祉総合相談センター４
階 大会議室（盛岡市）
対象　どなたでも参加できます
内容　公開講座「大切なご家族を
亡くした後の長引く悲嘆からの回
復」講師：武蔵野大学人間科学部
教授 中島聡美さん
申込期限　６月11日㈪
申し込み・問い合わせ　県精神保健
福祉センター（☎019-629-9617）

みを抱えるあなたに伝えたいこと」
【公開講座】「家族を亡くした悲し【公開講座】「家族を亡くした悲し
みを抱えるあなたに伝えたいこと」みを抱えるあなたに伝えたいこと」

　高齢者世帯を対象に、住宅の修
繕を行います。
期日　６月17日㈰
対象　市内の65歳以上の高齢者
世帯（先着10人）
工事費　無料
※材料費は自己負担です
申込期限　６月８日㈮
申し込み・問い合わせ　釡石建設
組合（☎27-2909、FAX27-3915）

住宅デー住宅デー住宅デー住宅デー

※【コース名】期日、対象、定員、
受講料、申込期限の順
【建築CAD】６月７日㈭～８日
㈮、パソコンの基本操作ができる
人、15人、無料、６月６日㈬
【PowerPoint】６月19日㈫～
20日㈬、パソコンの基本操作が
できる人、15人、1,800円（テキ
スト代）、６月８日㈮
【緑地等の維持管理・刈払機の取
り扱い】６月21日㈭～22日㈮、
施設管理業務に従事している人、
刈払機の取り扱い初心者、20
人、１万2,000円程度（受講料、
テキスト代、保険料など）、６月
６日㈬
【技能検定受検準備・普通旋盤】
６月26日㈫～27日㈬、普通旋盤
作業２級を受検予定の人、５人、
無料、６月18日㈪
【シーケンス初級】６月28日㈭～
29日㈮、シーケンス制御を初め
て学ぶ人、10人、無料、６月20
日㈬
研修時間　９時～16時（各コース
共通）
会場　県立宮古高等技術専門校
（各コース共通）
申込方法　電話やFAXなどでお
申し込みください
※在職者を優先に先着順で受け付
けます
申し込み・問い合わせ　県立宮
古高等技術専門校（☎0193-62-
5606、FAX0193-64-6596）

６月能力開発セミナー６月能力開発セミナー

　岩手県保育士・保育所支援セン
ターは、保育所などへ就職を考え
ている人をサポートしています。
保育士資格をお持ちの人は、岩手
県保育士・保育所支援センターへ
登録をお願いします。
問い合わせ　岩手県保育士・保
育所支援センター（☎019-637-
4544）

保育のお仕事を保育のお仕事を保育のお仕事を
してみませんか？してみませんか？

　「歯と口の健康週間」（６月４日～
10日）、虫歯予防デー（６月４日）、
食育月間（６月）に合わせて、岩手
医科大学附属図書館、県内各図書
館、市健康推進課と連携し図書展
を開催します。
期間　６月２日㈯～17日㈰
※４日㈪、11日㈪は休館
場所　釡石市立図書館１階
問い合わせ　図書館（☎25-2233）、
市健康推進課（☎22-0179）

連携企画展連携企画展連携企画展
「あなたの歯、大丈夫？」「あなたの歯、大丈夫？」

　嬉石・松原地区の復興の進捗状
況などについて、地区の皆さんと
意見交換をします。申し込みは不
要です。皆さんの参加をお待ちし
ています。
日時　６月16日㈯14時～16時
場所　釡石市民交流センター 集
会室
対象　嬉石・松原地区の住民、事
業者、地権者
内容　住居表示の変更などについて
問い合わせ　市復興推進本部事務
局（☎27-8479）

り協議会・地権者連絡会
嬉石・松原地区復興まちづく嬉石・松原地区復興まちづく
り協議会・地権者連絡会り協議会・地権者連絡会

　危険物取扱者は、免状の書き換
え、保安講習について確認しま
しょう。
期間　６月３日㈰～９日㈯
問い合わせ　釡石大槌地区行政事
務組合消防本部（☎22-1642）

危険物安全週間危険危険物安全週間危険物安全週間

受付場所　市内各金融機関、市生
活安全課
※各地区生活応援センターでは、
申し込みできません
※金融機関は9月28日㈮まで
対象　①県内に住所登録をしてい
る人、②①の人と生計を一つにし
ている人で、就労や就学などのた
め県外に居住している人
掛け金　１人年間400円
共済期間　８月１日㈬～平成31
（2019）年７月31日㈬
問い合わせ　市生活安全課（☎27-
8451）

受け付けます
交通災害共済の申し込みを交通災害共済の申し込みを交通災害共済の申し込みを
受け付けます受け付けます

　喫煙は健康に大きな影響を与え
ます。禁煙することで、生活習慣
病など健康問題の予防や改善につ
ながります。また、ラグビーワー
ルドカップ2019の開催都市とし
て、世界中から訪れる人たちを迎
えるために、飲食店やラグビー競
技場、路上などで、たばこを吸う
ことがない空間を作りましょう。
期間　６月６日㈬まで
テーマ　2020年受動喫煙のない
社会を目指して～たばこの煙から
子ども達をまもろう～
問い合わせ　市健康推進課（☎22-
0179）

禁煙週間禁煙週間

※歯の衛生週間行事と同時開催
日時　６月２日㈯13時30分～16
時30分
場所　イオンタウン釡石２階 イ
ベントスペース
対象　市内在住の１歳～小学６年生
内容　無料で子どもの歯にフッ化
物の塗布、むし歯予防などのアド
バイス
持ち物…母子健康手帳
※ブラッシング指導はありません
ので、歯磨きをしてきてください
※フッ化物塗布後30分程度、飲
食ができなくなります
問い合わせ　市健康推進課（☎22-
0179）

むし歯予防に無料フッ化物塗布むし歯予防に無料フッ化物塗布

釡 石地 区被 災 者 相 談 支 援センターをご 利用ください

司法書士 １日㈮、15日㈮
弁護士 ７日㈭、14日㈭、21日㈭、28日㈭

ファイナンシャル・
プランナー

20日㈬
※ この日以外でも、予約することで随
時相談できます。訪問相談も実施
しています

　釡石地区被災者相談支援センターは、県や市の被災者
支援制度などの問い合わせや、住まいの再建に関する不
安や悩みなどの相談を受け付けています。また、弁護士
や司法書士などの専門家相談も行っています。
開設時間　月～金曜日（祝日を除く）８時30分～17時15分
※ 専門家相談は10時～12時と13時～15時です
※ 事前に予約することで待ち時間なく相談できます
場所　釡石市役所第５庁舎１階
問い合わせ　釡石地区被災者相談支援センター（☎0120̶
836̶730通話料無料、☎080̶5734̶5494）

６月の専門家相談スケジュール

※フッ化物塗布事業と同時開催
日時　６月２日㈯14時～17時
場所　イオンタウン釡石２階 イ
ベントスペース
内容　ポスターや標語などの表
彰、口唇圧測定（小学生対象）、
唾液検査（小学生対象）など
問い合わせ　おおつちじょうない
歯科医院（☎42-8418）

間行事」を開催します
釡石歯科医師会「歯の衛生週釡石歯科医師会「歯の衛生週
間行事」を開催します間行事」を開催します

【夏の自然観察会】
日時　６月30日㈯10時～12時
場所　県民の森 森林ふれあい学習
館（八幡平市）
参加費　300円
定員　先着20人
持ち物　飲み物、帽子、タオル、
歩きやすい靴など
【森で遊び！自然で学ぶ！】
日時　７月７日㈯14時30分～20
時30分
場所　県民の森 森林ふれあい学習
館（八幡平市）
参加費　大人1,000円、子ども
800円
定員　先着20人
内容　野外炊事、夜の虫探索会、
ヒメボタル観察会など
持ち物　お米（１人１合）、バナ
ナ、２㍑ペットボトルカレー用
皿、はし、スプーン、レジャー
シートなど
申し込み・問い合わせ　森林ふれ
あい学習館フォレストi（☎0195-
78-2092）

県民の森、行事案内県民の森、行事案内県民の森、行事案内

42018.6.1広報かまいし5 2018.6.1 広報かまいし



　地域全体で子育てを応援するボ
ランティアを養成する講座です。講
座終了後は釡石市ファミリーサポー
トセンターのサポーターとして、託
児などの支援活動を行います。
期日　【講義】６月18日㈪、22
日㈮、26日㈫、29日㈮、７月10
日㈫【実習】７月３日㈫、７月５
日㈭、７月13日㈮
※各日開始終了時間が異なります
ので、詳しくはお問い合わせくだ
さい
場所　カリタス釡石１階 多目的
ホール、市内認可保育園、市内学
童育成クラブ
内容　心の発達とその問題・身体
の発育と病気・小児看護の基礎知
識などの講義、市内認可保育園・
市内学童育成クラブでの実習、救
命救急講習
講師　保健師、栄養士、保育士、
看護師など
定員　先着10人
申込期限　６月15日㈮
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

【募集】
子育てボランティア養成講座

【募集】【募集】【募集】
子育てボランティア養成講座子育てボランティア養成講座

日時・場所　【座学】６月24日㈰９
時～15時、双葉小学校地域連携施
設【登山】７月１日㈰、五葉山
（７時：岩手銀行釡石支店集合）
※雨天決行
内容　山での歩き方、服装と装
備、トレーニングなど
受講料　【座学】300円（テキスト
代）【登山】1,000円程度（交通
費・保険代含む）
定員　先着20人
申し込み・問い合わせ　釡石勤労
者山岳会（☎／FAX23-7921、
ikouyoyama35@yahoo.

co.jp）、田丸スポーツ店（☎／
FAX22-5551）

【募集】
初級登山教室の参加者

【募集】【募集】【募集】
初級初級登山教室の参加者初級登山教室の参加者

申込方法　受験申込書に必要事項
を記入してお申し込みください
※申込書は釡石警察署、最寄りの
交番、駐在所で配布しています
【A採用試験、武道指導（大卒程度）】
受付期限　６月15日㈮
※当日消印有効
試験日、場所、内容　
第１次試験：７月８日㈰、岩手大
学（盛岡市）・大宮ソニックシ
ティ（さいたま市）、筆記試験・
適性検査など
第２次試験：８月27日㈪～31日㈮
の指定日、県警察学校（盛岡市）、
体力検査・面接・実技考査など
【Ｂ採用試験、武道指導（高卒程度）】
受付期間　７月17日㈫～８月24
日㈮
※当日消印有効
試験日、場所、内容
第１次試験：９月16日㈰、釡石
地区合同庁舎ほか、筆記試験・適
性検査など
第２次試験：11月12日㈪～16日㈮
の指定日、県警察学校（盛岡市）、
体力検査・面接・実技考査など
問い合わせ　釡石警察署（☎25-
0110）

岩手県警察官の採用試験
【募集】【募集】

岩手岩手県警察官の採用試験岩手県警察官の採用試験

公演日　11月10日㈯、11日㈰　
場所　　釡石市民ホールTETTO
応募資格　釡石市民または県内在
住で釡石に縁がある人
テーマ　「先人たちに学ぶ・釡石
の文化の継承」
内容　１時間30分～２時間程度
で、子どもから大人まで10～20
人程度が出演する作品
応募方法　原稿用紙または記録メ
ディア（CD・USBなど）で提出
してください
※自作未発表の作品に限ります
応募期限　６月30日㈯
※当日消印有効
応募先、問い合わせ　釡石市民
劇場実行委員会（☎090-7798-
2307、〒026-0024大町１-９-３）

【募集】
釡石市民劇場の脚本

【募集】【募集】【募集】
釡石市民劇場の脚本釡石市民劇場の脚本釡石市民劇場の脚本

募集人数　５人程度
対象　養成講座終了後に観光ガイ
ドができる人
申込期限　６月23日㈯
【新人養成講座】
日時　６月30日㈯～８月４日㈯
の原則土曜日
場所　シープラザ釡石２階、現地
受講料　１人2,000円
申し込み・問い合わせ　（一社）釡
石観光物産協会（☎22-5835）

【募集】【募集】【募集】
釡石観光ガイド会の新会員釡石観光ガイド会の新会員釡石観光ガイド会の新会員

試験日　７月８日㈰
募集種目　自衛官候補生（男女）
応募期限　６月29日㈮
※応募方法など、詳しくはお問い
合わせください
問い合わせ　自衛隊釡石地域事務
所（☎23-7854）

【募集】【募集】
自衛官候補生自衛官候補生自衛官候補生

日時　６月17日㈰10時～12時（９
時15分：市役所第２庁舎車庫前集
合、バスで送迎します）
※途中乗車・下車、現地集合も可
能です
※雨天中止
場所　福祉の森（甲子町）
定員　先着25人
持ち物　長袖、長ズボン、長靴、
帽子、筆記用具、敷き物、飲み物
※双眼鏡と野鳥図鑑は貸し出します
申し込み・問い合わせ　市環境課
（☎27-8453、FAX22-2199）

野鳥観察会の参加者
【募集】【募集】

野鳥観察会の参加者野鳥観察会の参加者

【高齢介護福祉課】
募集人数　事務補助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
雇用期間　７月１日㈰～12月31
日㈪
業務内容　介護台帳システムへの
入力作業など
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）

市の臨時職員
【募集】【募集】【募集】
市の臨時職員市の臨時職員市の臨時職員

　唐丹出身の天文学者葛西昌丕の
隠居屋敷である奇巖亭について学
びます。
日時　６月９日㈯９時～12時（８時
40分：唐丹公民館集合）
内容　奇巖亭についての歴史講
話、周辺の整備作業
問い合わせ　唐丹公民館（☎55-
2111）

「伊能忠敬没後200年記念事業」「伊能忠敬没後200年記念事業」
奇巖亭散策と整備奇巖亭散策と整備奇巖亭散策と整備

６月中に児童手当の現況届を提出しましょう
　児童手当の「現況届」は、６
月分以降の手当が受給できるか
どうかを確認する大切な手続き
です。忘れずに手続きをしま
しょう。
提出期限　６月29日㈮
※土・日曜日を除く
時間　８時30分～17時15分
場所　市子ども課、市市民課、
各地区生活応援センター（釡石
地区を除く）
必要書類　①現況届②認印③請
求者の健康保険被保険者証の写
しまたは年金加入証明書（裏面
添付）④別居監護申立書（単身
赴任などで子どもと別居している
人のみ）
※５月以降に新しく認定請求を
した人（５月以降に、第１子が
生まれた人や釡石市に転入した
人など）は提出する必要はあり
ません

※必要に応じて提出をお願いす
る書類があるので、詳しくは送
付しているお知らせをご覧くだ
さい

児童手当を支給します
　平成30年２～５月分の児
童手当を指定の口座に振り
込みます。
対象　０歳～中学生
金額　
の月額：３歳未満１万5,000
円、３歳～小学生の第１子
と第２子は１万円・第３子
以降は１万5,000円、中学生
１万円
【特例給付】子ども１人当たり
の月額：5,000円
支払日　６月８日㈮

問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

児童児童児童手当手当手当を支を支を支給し給し給しますますます
　平成30年２～５月分の児
童手当を指定の口座に振り
込みます。
対象　０歳～中学生
金額
の月額：３歳未満１万5,000
円、３歳～小学生の第１子
と第２子は１万円・第３子
以降は１万5,000円、中学生
１万円
【特例給付】子ども１人当たり
の月額：5,000円
支払日　６月８日㈮

問い合わせ 市子ども課（☎22-

児童手当を支給します
　平成30年２～５月分の児
童手当を指定の口座に振り
込みます。
対象　０歳～中学生
金額　
【児童手当】子ども１人当たり
の月額：３歳未満１万5,000
円、３歳～小学生の第１子
と第２子は１万円・第３子
以降は１万5,000円、中学生
１万円
【特例給付】子ども１人当たり
の月額：5,000円
支払日　６月８日㈮

ふくしトピック①　障害者手帳の種類と手続きについて
障害者手帳とは　障害者手帳に
は身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳の３種類
があります。それぞれ身体障がい、
知的障がい、精神障がいの人が対
象となります。障害者手帳を持っ
ている人は、税金の控除や公共交
通機関の運賃割引などを受けられ
ます。受けられる制度は手帳の種
類や等級によって異なります。
申請方法　次の書類を揃え、市
地域福祉課（市保健福祉セン
ター２階）へ提出してください
※交付申請書は窓口にあります。
詳しくはお問い合わせください
【身体障害者手帳（１～６級）】
交付申請書、医師の診断書、写

真（縦４cm×横３cm）２枚、マイ
ナンバーが分かる物
【療育手帳（Ａ、Ｂ判定）】交
付申請書、写真（縦４cm×横３
cm）１枚
※18歳未満の人は児童相談所、
18歳以上の人は県福祉総合相談
センターで事前に判定を受ける必
要があります
【精神障害者保健福祉手帳（１
～３級）】交付申請書、医師の診
断書または障害年金の証書・同
意書、写真（縦４cm×横３cm）１
枚、マイナンバーが分かる物
申し込み・問い合わせ　市地域
福祉課（☎22-0177）

ラグビー日本代表戦 パブリックビューイング開催‼

［１試合目］
日時　６月９日㈯
　　　14時45分キックオフ
場所　チームスマイル・釡石PIT

　大型ビジョンで日本代表の試合を観戦します。ラグビーワールドカップ
2019™日本大会に向け、みんなで応援に参加して盛り上がりましょう!!

［２試合目］
日時　６月16日㈯
　　　14時キックオフ
場所　シープラザ釡石

問い合わせ　市ラグビーワールドカップ2019推進本部事務局（☎27-8420）

入場
無料リポビタンDチャレンジカップ2018 日本 VS イタリア（全2試合）なんでも相談会

日時　６月９日㈯10時～15時
場所　シープラザ釡石２階
内容　遺産相続手続き、遺言、住宅
再建の補助金、事業継承や起業など
について
問い合わせ　岩手県行政書士会事務
局（☎019-623-1555）
行政相談
日時　６月21日㈭13時30分～16時
場所　市消費生活センター
内容　国などの行政に関する苦情や
要望について
問い合わせ　岩手行政監視行政相談
センター（☎0570-090110）
出前無料労働相談会
日時　６月23日㈯13時～16時
※15時受付終了
場所　イオンタウン釡石２階 イオンタ
ウンホール
内容　労働者と使用者間のさまざまな
問題について
問い合わせ　県労働委員会事務局
（☎0120-610-797）
女性の権利110番
日時　６月23日㈯10時～15時
内容　DV、ストーカー、セクシャル
ハラスメントなど
※臨時無料電話相談です
相談電話　019-652-5811（当日専用）
問い合わせ　岩手弁護士会（☎019-
651-5095）
震災ストレス相談室（要予約）
　専門のスタッフが相談に応じます。
予約の際に、日時についてもお問い
合わせください。
申し込み・問い合わせ　釡石地域こ
ころのケアセンター（☎25-1822）
※予約受付は月～金曜日９時30分～
15時30分
障がいがある人への不利益な取り扱
い解消などの相談窓口
日時　月～金曜日（祝日を除く）８時30
分～17時15分
場所　市地域福祉課障がい福祉係
（市保健福祉センター２階）
相談方法　市地域福祉課障がい福祉
係（☎22-0177）へ電話または直接お
越しください
電話相談「こころ相談ホットライン」
（全国心理業連合会）
日時　土・日曜日10時～21時
相談先　全国心理業連合会（☎090-
2971-4014）
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