釜石には 愛 がある
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RWC2019™開幕500日前

PRキャラバン隊結成‼

ラグビーワールドカップ2019™日本大会開幕まで500日を迎
えた５月８日、PRキャラバン隊を結成しイオンタウン釜石で出発
式が開かれました。キャラバン隊には、一関市出身のタレント志
田友美さんとお笑い芸人アンダーエイジが参加。志田さんは「ラ
グビーはまだまだ初心者だけど、もっと勉強して、開幕に向けて盛
り上げていきたい」と意気込みました。キャラバン隊は出発式の
後、県内を巡回し、公式ボランティアの募集やチケットの購入な
どを呼びかけました。
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虎舞を披露した釜石こども園の園児とエイ！エイ！オー！

市が進めている計画や主要事業などを説明し、市民の皆さんの意見や提言を今後の事業推進に反映させる
ため、市政懇談会を開催します。ぜひご参加ください。
■月日、場所
月

※時間は全て18時30分〜

日

場

■説明項目
釜石市防災市民憲章の制定について（素案の説明）
新市庁舎の建設について

所

青葉ビル

６月26日㈫

松倉地区コミュニティ消防センター

６月27日㈬

平田集会所

６月29日㈮

鵜住居地区生活応援センター

７月６日㈮

中妻地区生活応援センター

７月９日㈪

小佐野コミュニティ会館

７月10日㈫

唐丹地区生活応援センター
橋野地区多目的集会施設
（橋野ふれあいセンター）

※所要時間は30分の予定です。市政懇談会終了後、
19時から各地区の地域会議を開催します

【意見受付期間】６月25日㈪〜７月31日㈫
提出された意見に対して個別の回答は行いません
提出された意見は集約の上、市のホームページなど
で紹介する場合があります

６月27日㈬

平田地域会議

平田集会所

６月29日㈮

鵜住居地域会議

鵜住居地区生活応援センター

７月６日 ㈮

中妻地区地域会議

中妻地区生活応援センター

７月９日 ㈪

小佐野地域会議

小佐野コミュニティ会館

７月10日㈫

唐丹地域会議

唐丹地区生活応援センター

７月11日 ㈬

栗橋地区まちづくり会議

橋野地区多目的集会施設（橋野ふれあいセンター）
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※地域会議はその地区にお住まいの人であれば、どなたでも傍聴できます。直接会場にお越しください
※各地区とも地域会議開催の前に、18時30分から市政懇談会を開催します

問い合わせ
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市地域づくり推進課

☎27‑8454

問い合わせ

市は︑震災の記憶や教訓を後世に伝え未来の命を守る﹁防災学習を推進する拠点﹂

松倉地区コミュニティ消防センター

や︑地域の魅力発信︑観光やにぎわい創出による交流人口の拡大を目的とした﹁観光

甲子地域会議

交流を推進する拠点﹂としての役割を担う︑複数の公共施設を含む鵜住居駅前地区の

６月2 6日㈫

整備を進めています︒

青葉ビル

◆募集施設

みなとかまいし地区会議

3

①鵜住居駅前エリア
②津波伝承施設︵仮称︶
③観光交流拠点施設︵仮称︶

６月2 5日㈪

1

◆募集する愛称の要件

所

1

鵜住居駅前公共施設に求める﹁生きる
大切さや素晴らしさを感じられ︑多様
な交流を通じ︑憩い親しめる場﹂にふ
さわしく︑なじみやすいもの
言葉の意味が分かりやすく︑発音しや
すいリズム感のあるもの

場

1

◆対象

地域会議名

3

29

どなたでも応募できます

日

1

︻必 要 事 項 ︼ 愛 称︵ ふ り が な ︶ と そ の 理
由 ・ 意 図 ︑ 住 所 ︑ 氏 名︵ ふ り が な ︶︑
年 齢︵ 高 校 生 以 下 は 学 校 名 と 学 年
も ︶︑ 性 別 ︑ 電 話 番 号 ︑ メ ー ル ア ド レ
ス︵お持ちの場合のみ︶
鵜住居駅前公共施設の概要︑応募要
領︑応募用紙は市のホームページで
ダウンロードできる他︑市総合政策
課︑市保健福祉センター︑市教育セン
ター︑各地区生活応援センター︑図書
館に備え付けます
任意書式での応募も可能です
持参の場合は︑市総合政策課までお持
ちいただくか︑鵜住居地区生活応援セ
ンターに備え付けの専用応募箱に投函
してください

月

※時間は全て19時〜

F

採用された愛称の応募者には︑平成
年 月開催予定の鵜住居駅前公共施設
のオープニングセレモニーへの出席を
ご案内します
詳しくは応募要領︑市のホームページ
をご覧ください

■月日、場所

鵜住居駅

（平成31年3月開業予定）

◆その他

■市からの主な説明内容
路線バスの幹線支線化および通常運賃化について
防災行政無線における戸別受信機の貸与について
平成29年度公共事業の実施結果および平成30年度公共事業の実施計画について
ラグビーワールドカップ2019™釜石開催について
※この他、各地域の実状に応じた項目の説明があります

（平成31年３月供用開始予定）

◆応募締め切り

で、市の取り組みについて説明します。

③観光交流拠点施設（仮称）

日︵金︶必着

地域の皆さんの意見や要望を市政運営に反映させることを目的に、市内８地区で開催される「地域会議」

（平成31年８月竣工予定）

②津波伝承施設（仮称）
（平成31年３月供用開始予定）

６月

平成30年度前期地域会議を開催します

鵜住居地区
生活応援センター

市民体育館

駐車場

◆応募方法

市広聴広報課 広聴係 ☎27‑8419 FAX22‑2678
koutyou@city．kamaishi．iwate．jp
〒026-8686 只越町３‑９‑13

釜石祈りのパーク

（平成31年３月供用開始予定）

応募は︑ 施設につき 人 点までで
す︒ 人で 施設全てへの応募もでき
ます
応募者自作で未発表のものに限ります
応募用紙に必要事項を記入の上︑郵
送︑ ＡＸ︑メールまたは持参のいず
れかの方法でご応募ください

問い合わせ

①鵜住居駅前エリア

■対象者
市民であれば、どなたでも参加できます
■その他
資料は当日会場で配布する他、６月25日に市のホー
ムページに掲載します
説明項目についての意見は、懇談会での発言の他、持
参、郵送、FAX、メールなど文書でお寄せください

鵜住居地区祈りのパーク整備推進委員会の決定に
基づき平成30年3月に実施した、名称を「釜石祈り
のパーク」とすることに関する意見募集の結果、東
日本大震災犠牲者追悼施設の名称を「釜石祈りの
パーク」とすることに決定しました

※赤線内のエリア全体の
愛称

ロータリー

６月25日㈪

７月11日㈬

鵜住居小学校
釜石東中学校

鵜住居駅前公共施設の愛称を募集しています

市 政 懇 談 会を開 催します

市総合政策課 震災検証室 ☎27-8413 FAX22-2686
sougou＠city.kamaishi.iwate.jp
〒026-8686（只越町3‑9‑13）
広報かまいし 2018.6.15
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釜 援 隊 の 今 と こ れ か ら

釜援隊の今
釜援隊の活動目的は、まちづくりに関わる人を一人でも多く増やすこと。総務省の復興支援員制度は2020年
に終了します。それ以降、釜援隊の活動を地域の皆さんに引き継ぐために、これまでの活動成果を「見える化」
し、関係者と議論を始めています。

協働プロジェクトの一例

❶ 東部地区の事業者連携支援

【担当】二宮雄岳隊員、花坂康志隊員

釜援隊プロフィールデータ
「釜援隊ってこんな人たち！」

協働先：釜石市東部地区事業者協議会
【地域の課題】

【釜援隊の活動】

被災や後継者不
足のため東部地
区の３つの 商店
街組織が解散。
行政と事業者の
連携に課題

大学と協働し事業者の意向を調査
事業者主体の音楽祭運営サポートなど

【活動の結果】

【その後の影響】

釜石市東部地
区事業者協議
会の設立（2017

中心市街地の
まちづくりにお
ける事 業 者 同
士の連携・官民
連携の基盤を
整備

年11月）

❷ 漁業の担い手育成・定着支援

【担当】齋藤孝信隊員

（2018年５月現在）

商業
商業

【活動の結果】
市、漁協、漁師が協力し東京・仙台の漁業
就業フェアに出展（2017年７月）

2人
2人
県内市外
県内市外

県外
県外

5人
5人
市内
市内

釜援隊メンバー
（2017年12月撮影）
釜石市社会福祉協議会
釜石・大槌地域産業育成センター
唐丹地区生活応援センター
三陸ひとつなぎ自然学校
かまいしリンク
釜石観光物産協会
＠リアスNPOサポートセンター
市商業観光課

4

５月から新メンバーが加わりました︒

広報かまいし 2018.6.15

新隊員紹介

由木 加奈子

出 身 埼玉県
協働先 釜石地区生活応援センター

今 年 の ３ 月 に 大 学 を 卒 業 し ま し た ︒大 学 在 学 中

高校の生徒と防災講座などを一緒に企画しました︒

にボランティアとして何度も釜石に足を運び︑釜石

協働先では︑住民主体の新しいコミュニティーづく

りなどのお手伝いをします︒おしゃべりが好きなの

で︑見掛けたらどうぞ声をかけてください︒

康雄

若林隊員
（中央左）
と久保隊員
（中央右）

市オープンシティ推進室 戦略推進係 ☎27‑8463
釜石リージョナルコーディネーター協議会（釜援隊） ☎22‑8600
釜援隊ホームページ http://kamaentai.org/
釜援隊YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/user/Kamaentai
広報かまいし
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過去の協働先

5

10

5

出 身 埼玉県
協働先 市総合政策課 震災検証室

問い合わせ

地域経営の視点
に立った観光地域
づくりの調整役が
誕生

身
身

15

5

鵜住居地区
生活応援
鵜住居地区
センター
生活応援
センター
釜石地区
生活応援
釜石地区
センター
生活応援
センター
平田地区
生活応援
平田地区
センター
生活応援
センター

これまで︑奈良県や秋田県大仙市で市街地再開
発事業の商業振興施策などに携わってきました︒
協働先では︑主に鵜住居地区にできる震災メモリ
アルパークの整備や防災プログラムの作成などに
取り組みます︒釜石には︑素晴らしい資源がたく
さんあるので︑そういったさまざまな人やモノに
触れながら見聞をより広げたいと思います︒

※ＤＭＯ…Destination Management Organization：
『地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇り
と愛着を醸成するため、多様な関係者と協同・戦略を
実施するための調整機能を備えた法人』観光庁HPより
抜粋

釜石版ＤＭＯ候補法人「㈱かま
いしＤＭＣ」
の設立（2018年４月）

渡邉 陽

釜石市観光振興
ビジョン策定支援
ＤＭＯ
（※）の設
立に向けた情報
収集

【その後の影響】

出 身 神奈川県
協働先 鵜住居地区生活応援センター

震災により観光
客の減少
復興需要の減退
による市内の宿
泊客の減少

【活動の結果】

出
出

15

まちづくり協議会
鵜住居地区復興
まちづくり協議会
市総合政策課
市総合政策課
震災検証室
震災検証室

︵株
︵︶
株
か︶
ま
かい
まし
いＤ
しＭ
ＤＣ
ＭＣ

【担当】久保竜太隊員、若林正義隊員

高校は少年工科学校︵現在は高等工科学校︶に
入学し︑勉学や部活と共に自衛官として任務遂行
に努めました︒卒業後は岩手駐屯地に配属とな
り︑被災直後の釜石にも何度か足を運びました︒
新しいコミュニティーづくりや自主防災組織の形
成に携わりながら︑鵜住居に戻ってくる人が︑安
心して暮らしていけるように︑全力でサポートし
ます︒

【釜援隊の活動】

20

地域軸 特定地域でのコミュニティー形式などを担当
地域軸 特定地域でのコミュニティー形式などを担当
釜石市全域での産業振興などを担当
テーマ軸
テーマ軸 釜石市全域での産業振興などを担当
住民自治
観光
林業
漁業
行政
住民自治
観光
林業
漁業
行政
NPOおはこざき市民会議
NPOおはこざき市民会議
鵜住居地区復興

釜石
釜地
石方
地森
方林
森組
林合
組合

【その後の影響】

協働先：市商業観光課（2018年３月まで）／（株）かまいしDMC（2018年４月以降）
【地域の課題】

22人
22人

25
20

30代
10人
30代
10人

岩手
岩大
手学
大釜
学石
釜サ
石テ
サラ
テイ
ラト
イト

新人漁師と齋藤隊員
（右）

３人の新人漁師が釜石へ移住
官民学連携の
「釜石市漁業担い手育成プロジェクト」
始動

❸ 観光地域づくり推進組織の設立支援

協働先一覧

（2018年５月現在）
協働先一覧

釜石
釜ま
石ち
まづ
ちく
づり
く
︵り
株
︵︶
株︶

市、漁協の先進
地視察を実施
若手漁師や漁
協 職 員 の「ざっ
くば ら ん 懇 談
会」
を開催

男女比
男女比

男
20人
男
20人

釜石
釜市
石東
市部
東地
部区
地事
区業
事者
業協
者議
協会
議会

高 齢 化 など の 理
由で漁業の後継
者不足が深刻化
する一 方 、市 、漁
協、漁師の会話が
必要

女
9人
女
9人

50代
3人
50代
20代
3人
11人
20代
40代
11人
4人
40代
年齢層
4人
年齢層
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協働先「こんなところにも釜援隊！」

協働先：岩手大学釜石サテライト
【釜援隊の活動】

60代1人
60代1人

0

Oh! マチMusic Festa実行委員会

【地域の課題】

2013年４月に発足した釜援隊。これまで活動してきた隊員は延べ29人（うち13人卒業）に上ります。今年の
５月に新たに３人の隊員を迎え、鵜住居地区のコミュニティー形成、防災市民憲章の制定などの分野で新たな協
働も始まりました。
2019年のラグビーワールドカップ、そして2020年の復興・創生期間終了に向け、釜援隊は釜石のためにがん
ばる人や団体を引き続き応援していきます。

釜石市民ホールTETTO

イ ベ ン ト 情 報

防災行政無線の放送内容はこれで確認!!

“わ”で奏でる東日本応援コンサート2018 in 釜石
支援活動の「輪」、被災者と支援者で手を取り合う「輪」、将来への希望や思いをつなぐ「輪」、一丸
となって復興に取り組む調和の「和」、元気な日本の「和」。いろいろな意味を込めた“わ”で音楽を奏
でるコンサートです。
７月15日㈰
15時〜17時（開場：14時30分）
場所 釜石市民ホールTETTO ホールA
出演 前田憲男、渡辺真知子、山口マリー、く
るみee（敬称略）

チケット 全席自由、入場無料（要整理券）
※１人４枚まで
申し込み 整理券は釜石市民ホールTETTO総合
案内で配布しています
※予定枚数に達し次第終了します

日時

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

TETTO

三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第815回

ザ・チェンバーブラス

〜Ｎ響金管奏者たち〜

NHK交響楽団メンバー５人が、華やかなブラスの音色と本格
的な演奏を、楽しいトークと共にお届けします。
８月10日㈮
18時30分〜20時30分（開場：18時）
場所 釜石市民ホールTETTO ホールＡ
出演 【トランペット】菊本和昭、山本英司
【ホルン】木川博史【トロンボーン】池上亘
【チューバ】池田幸広（敬称略）
日時

情報便 19

ラグビーワールドカップ2019™日本大会に向けた商品開発

■問い合わせ
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ジデザインにも工夫を加え、地元企業の技術力
を発信したいと考えています。
このほか、食品分野の開発にも取り組んでい
ます。既に商品化された「釜石ラグビーパイ」
は 、ラ グ ビ ー ボ ー ル 形
をしたパイの中に、ずっ
しりと特製あんを入れ、
プレーン、チョコ味に加
釜石ラグビーパイ
え、外国人客に人気の抹
茶味を販売しています。
ワールドカップ期間中は国内外から大勢の観
光客が訪れることが予想されます。世界に釜石
をPRする機会を逃さないように、今後も、様々
な商品を開発していきます。

釜石・大槌地域産業育成センター

にいて放送がよく聞こえないときは、窓を開けて聞きましょう。また、屋外拡声
器以外にも次の方法で、放送の内容を確認できます。

電話で聞く（☎0800‑800‑3199）
防災行政無線で放送された直近10件の内容
を聞くことができます。通話料は無料で、固
定電話、携帯電話、PHSから利用できます。
※災害時は通話が集中するため、つながりに
くくなる場合があります

携帯電話向けの情報配信サービスを行っ
ています。釜石市メール配信サービス（いわ
てモバイルメール）の「釜石市災害情報」と
「釜石市からのお知らせ」に登録すると、防
災行政無線で放送した内容がメールで送られ
てきます。
○登録料 無料
※通信料は自己負担です

☎22‑2266

釜石・大槌地域産業育成センター

釜石・大槌地域産業育成センターは、ラグ
ビーワールドカップ2019 日本大会を盛り上
げるため、地元企業と地元で生産されている高
付加価値コバルト合金の「コバ
リオン」を使った「ステーキプ
レート（焼肉プレート）」と「マ
ジェステ（髪留め）」の開発を進
ステーキプレート
めています。「ステーキプレー
ト 」は 熱 伝 導 が 良 い コ バ リ オ
ンの特長を生かし、「マジェス
マジェステ
テ」についても、コバリオン特
有のプラチナのような輝きや質感で、特に外国
人客に日本の伝統美と岩手の技を伝えるものに
しようと試作を重ねています。また、パッケー

認できます。東日本大震災の被災地区については順次整備しています。家の中

いわてモバイルメールで見る

チケット 全席指定【前売り】一般：1,500円、
高校生以下：500円【当日】各300円増
※未就学児の同伴、入場はご遠慮ください
プレイガイド 釜石市民ホールTETTO、東山堂
釜石事業センター、イオンスーパーセンター釜
石店など

問い合わせ 釜石市民ホールTETTO

防災行政無線の放送内容は、市内113カ所に設置された屋外拡声器から確

○登録方法 携帯電話などから
登録フォーム（http://www.
highway.pref.iwate.jp/mobile/）にアクセ
スするか、右のコードから移動し、登録して
ください

市のホームページで見る
市のホームページで防災行政無線の放送内
容を確認できます。ホームページのトップ画
面右側にあるバナーをクリックすると確認画
面に移動します。または、右下のコードから
確認画面に移動できます。

防災行政無線

内容が確認できます
ホームページのバナー

【問い合わせ】

防災行政ラジオで聞く
ＡＭ、ＦＭラジオを聴いて
いるときでも、自動的に防災
行政無線（アナログ波）を受
信できます。ただし、唐丹地
区、栗橋地区など受信できな
い地区があります。
※市からの配布は終了しています

戸別受信機で聞く
自動で防災行政無線（デジ
タル波）を受信し、放送を家
の中で聞くことができます。
希望に応じ１世帯当たり１台
を無償で貸し出しています
が、台数に限りがあるため、希望者の中から
次の世帯を優先します。
避難行動要支援者（名簿に登録済みの人）
屋外拡声器からの音が届かない難聴地域
土砂災害の危険度が高い地域
○申込方法 各地区生活応援センターや市防
災危機管理課に備え付けの貸与希望書に必要
事項を記入し、市防災危機管理課へ提出して
ください
○申込期限

７月20日㈮

※申し込み多数の場合、希望に添えない場合
があります
※希望者全員に貸し出しの可否について通知
しますが、一件ごとに状況確認を行うため、
通知が遅くなることがあります
※戸別受信機設置の際には、屋外に専用アン
テナを設置します

市防災危機管理課 防災係

☎27‑8441

☎26−7555
広報かまいし 2018.6.15
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【募集】
ふるさとポスター教室の観覧者

【募集】
小学生統計グラフ教室の参加者

国立宮古海上技術短期大学校の
オープンキャンパスを開催しま
す。気軽にご参加ください。
期日 ６月30日㈯、７月21日㈯、
10月13日㈯
場所 国立宮古海上技術短期大学
校（宮古市）
申込方法 郵送、FAX、メール、
ホームページからお申し込みくだ
さい
申込期限 開催日の３日前
申し込み・問い合わせ 国立宮
古海上技術短期大学校（☎0193‑
62‑5316 FAX0193‑62‑5440）

日本のデザインをけん引する、
アートディレクター浅葉克己さん
とクリエイティブディレクター佐
藤可士和さんが「釜石の魅力を市
外にアピールする」公募ポスター
を公開講評します。
日時 ６月23日㈯15時（開演：
14時30分）
場所 チームスマイル・釜石PIT
入場料 無料（80人限定）
※１組２人まで
※申し込み多数の場合は抽選とな
ります
申込期限 ６月19日㈫17時
申し込み・問い合わせ 釜石情報
交流センター
（☎27‑8751）

グラフ作りを通して、統計的な
ものの見方、考え方を学び、グラフ
や数字で表現する力を育みます。
日時 初級クラス（小学１〜３年）：
７月28日㈯13時〜16時、上級クラ
ス（小学４〜６年）：７月29日㈰10
時〜16時
場所 サンセール盛岡（盛岡市）
参加費 無料
申込期限 ６月20日㈬17時
申し込み・問い合わせ 市総合政
策課（☎27‑8413）

2018夏わんぱくひろば
親子が安心して過ごせる室内型
遊び場「わんぱくひろば」を開催
します。
日時 ７月７日㈯10時30分〜12
時、13時〜14時30分
場所 中妻体育館
対象 未就学児
参加費 無料
持ち物 体育館用シューズ
※申し込みは不要です
問い合わせ 市子ども課（☎22‑
5121）

【募集】ハロートレーニング
（公共職業訓練）
の受講生
訓練期間 ８月１日㈬〜11月30日㈮
場所 釜石職業訓練協会
応募資格 ハローワークに求職手
続きをしている人
募集科 介護サービス科
※介護職員初任者研修を修了し、
再就職を目指すコースです
受講料 無料
※テキスト代、保険料は自己負担
申込期限 ７月18日㈬
申し込み ハローワーク釜石（☎
23‑8609）へ
問い合わせ 釜石職業訓練協会
（☎26‑7000）

【募集】
７月能力開発セミナーの受講者
※【コース名】期日、対象、定員、
受講料、申込期限
【第二種電気工事士技能試験受験
準備】７月２日㈪〜３日㈫、同試
験を受験予定の人、10人、材料
などは各自用意、６月25日㈪
【シーケンス中級】７月５日㈭〜
６日㈮、シーケンス初級を受講し
た人または同程度の知識を持って
いる人、10人、無料、６月27日㈬
【シーケンス上級】７月12日㈭〜
13日㈮、シーケンス中級を受講
した人または同程度の知識を持っ
ている人、10人、無料、７月４
日㈬
研修時間 ９時〜16時（各コース
共通）
場所 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）

【募集】
市の臨時職員
【市民課
（国保年金係）
】
募集人数 保健師・看護師・准看
護師２人
応募資格 保健師・看護師・准看
護師いずれかの資格がある人
雇用期間 ７月９日㈪〜８月23
日㈭
業務内容 特定健康診査問診業務
など
賃金 日額6,650〜8,120円
申し込み ハローワーク釜石（☎
23‑8609）へ
問い合わせ 市総務課（☎27‑
8411）

よし だ

は

な

やな ば がく し

吉田花咲ちゃん（2 歳）

簗場岳史くん（2 歳）
いつも元気で明るい岳ちゃん
これからもその笑顔でみんなを笑顔にしてね

優しい子になってね !!

かわさきもと き
さいとう あ お と

齊藤碧星くん（４歳）
りつき

琉月くん（７カ月）
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川﨑元稀くん（2 歳）
元気に育ってください

兄弟仲良く、元気に育ってね！

お の でらりょう

小野寺諒くん（2 歳）
大きく育ってね !!

※
「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。

きく ち さ

や

菊池紗椰ちゃん（2 歳）
元気いっぱい
優しいお姉さんになってね

楽しい!

和

輪
話

き
ら
り

甲子公民館自主学習グループ

習字の会

文字を正しく丁寧に書くことを基本に、作品を先生に
添削していただきながら何度も書き直すことで少しずつ
上達していくことが分かります。その喜びは、次の書へ
と続いていきます。
集中しながら筆を構え、半紙に気持ちを向けると自然
と姿勢も良くなり、心が落ち着きます。
一筆一筆心を込めて、みんなで和気あいあいと書道を
学びながら、一緒に楽しい時間を過ごしませんか。
■活動日 毎月第１、第３水曜日
■時 間 10時〜12時
■場 所 甲子公民館
■会 費 月1,000円
■会員数 10人
■問い合わせ ☎23‑1824（野田さん）

駒込

ひろたか

洋孝

さん
（27歳・大字平田）
エフエム岩手 釜石はまっこラジオ
パーソナリティ

取材で気付き、その地域の良さを発見
釜石の魅力を中心に放送しています。先日はラグビー
ワールドカップ開幕500日前スペシャルをお送りするな
ど、毎回ラグビーのコーナーを設け、市内外のラグビー
ファン、釜石ファンに旬な情報をお届けしています。
出身の北上と釜石の共通点は小学６年から始めた郷
土芸能の鹿踊りですが、内陸のように太鼓を持たない幕
系の鹿踊りを初めて見ました。釜石は海と山の文化が入
り混じっていて、新たな発見につながりそうです。
エフエム岩手（79.2MHz）で毎週火曜日お昼12時か
らオンエア！

※「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
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Public Relations Lounge

アイド ル

【募集】日本赤十字社
岩手県支部の職員
試験日 １次試験（筆記）：７月７
日㈯、２次試験（面接）：７月下旬
職種 総合職（事務）
採用予定人数 ２人程度
受験資格 ①４年制大学または大
学院を平成31年３月卒業（修了）
予定の人②第一種普通自動車免許
取得または平成31年3月までに免
許取得見込みの者（AT限定可）
申込期限 ６月22日㈮
※当日消印有効
申し込み・問い合わせ 日本赤十
字社岩手県支部総務課（☎019‑
638‑3610）

ば

すこやか

Information
船舶運航技術、
シーマン・シップを学ぶ

ろ

※「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

広報かまいし 2018.6.15
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各種相談
住宅再建相談会
日時 ６月24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、住宅融資、住
宅再建関係、「住まいの復興給付
金」申請相談など
※事前申し込みは不要です
問い合わせ 市生活支援室（☎22‑
1171）
岩手弁護士会無料法律相談
（要予約）
日時 ６月27日㈬、７月11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）
公証相談（要予約）
日時 ７月５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）
人権相談（要予約）
日時 ７月６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）
出張年金相談（要予約）
日時 ７月12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
申し込み 基礎年金番号がわかるも
のを用意し、宮古年金事務所（☎
0193‑62‑1963）で電話受け付け
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時 ７月17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）
高齢者なんでも相談
日時 月〜金曜日９時〜17時
※法律や人生、認知症などについて
も専門分野の先生が相談に応じます
（要予約）
申し込み・相談先 シルバー110番
（☎0120‑84‑8584）

陸上自衛隊岩手駐屯地
一般公開

東部地区復興まちづくり
協議会・地権者連絡会

日時 ６月24日㈰８時30分〜15時
※雨天決行
場所 陸上自衛隊岩手駐屯地（滝
沢市）
問い合わせ 陸上自衛隊岩手駐屯
地司令業務室広報班（☎019-6884311）

東部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 ７月５日㈭①15時〜17時
②18時30分〜20時30分
※①、②とも同じ内容です
場所 チームスマイル・釜石PIT
対象 東部地区の住民、事業者、
地権者
内容 工事進捗状況と今後のスケ
ジュール、復興公営住宅の整備状
況についてなど
問い合わせ 市復興推進本部事務
局
（☎27‑8479）

「アルバイトの労働条件を確
かめよう！」キャンペーン
学生などのアルバイトを雇い入れ
る場合は次の項目を守りましょう。
①書面で労働条件の明示をしま
しょう
②学業とアルバイトが両立できる
ような勤務時間を適切に設定しま
しょう
③アルバイト側も労働時間を適正
に把握しましょう
④アルバイトに、商品を強制的に
購入させることはできません。ま
た、その代金を一方的に賃金から
控除することもできません
⑤アルバイトの遅刻や欠勤などに
対して、あらかじめ損害賠償を定
めたり、労働基準法に違反する減
給制裁はできません
問い合わせ 岩手労働局雇用環
境・均等室（☎019‑604‑3010）

しんちょく

転倒予防フォーラム岩手2018
in釜石
期日 ７月８日㈰９時（開場）
場所 釜石市民ホールTETTO
ホールA
内容 【第Ⅰ部】市民公開講座：
９時30分〜12時【第Ⅱ部】転倒予
防フォーラム：13時〜15時10分
参加費 無料
問い合わせ 岩手転倒予防研究会
事務局代行（エーザイ㈱☎0120‑
232‑075）

休日当番医・薬局・歯科医（７月）
休日

当番医

所在地

電話番号

1

藤井クリニック【心療・精神】

只越町

☎27‑8857

8

釜石のぞみ病院【内】

大渡町

☎31‑2300

上中島町

☎25‑2580

15

小笠原内科クリニック【内】

16

釜石ファミリークリニック【内・脳外】

大渡町

☎31‑1616

22

植田医院【内・小】

大槌町

☎42‑2130

29

釜石整形外科クリニック【整形・リハ】

大渡町

☎31‑1881

当番薬局

所在地

電話番号

1

ツルハドラッグ釜石店

只越町

☎31‑2268

8

はまゆり調剤薬局

大渡町

☎24‑3671

夜間納税相談窓口

15

中田薬局上中島店

上中島町

☎21‑2050

期日 ６月27日㈬、28日㈭、29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）

16

おおぞら薬局

大渡町

☎31‑2030

22

つくし薬局本店

大槌町

☎42‑8500

29

はまゆり調剤薬局

大渡町

☎24‑3671

当番歯科医

所在地

電話番号

新町

☎25‑0105

甲子町

☎25‑2785

大字平田

☎55‑6480

中妻町

☎23‑1111

大字平田

☎36‑1182

休日

今月の 【市県民税１期】
納 税 納期限＝７月２日㈪

釜石市の人口と世帯（５月）
男

16,240人（−

7人）

女

17,946人（−

9人）

合

計

34,186人（− 16人）

世

帯

16,680世帯（−2世帯）
※（
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2018.6.15

）は前月比。

広報かまいし

休日

※診療時間は9時〜12時

1

歯科福成医院

8

かっし歯科医院

15

三浦歯科クリニック

22

久喜神経内科歯科クリニック

29

やえがし歯科医院

【事業主の皆さんへ】
労働時間相談・支援コーナー

県立釜石祥雲支援学校高等部
「第１回学校へ行こう週間」

第８回キャンドルナイト
withひとつの街

県内の全労働基準監督署に「労
働時間相談・支援コーナー」を設
置しています。お気軽にご相談く
ださい。
相談内容 時間外・休日労働協定
（36協定）を含む労働時間制度
全般、変形労働時間制などの労働
時間に関する制度の導入、長時間
労働の削減に向けた取り組みなど
問い合わせ 釜石労働基準監督署
（☎23‑0651）

生徒の学習活動を公開します。
ご自由に参観ください。
期間 ６月18日㈪〜22日㈮
受付時間 ９時30分〜14時30分
※学部によって終了時間が異なり
ます
問い合わせ 県立釜石祥雲支援学
校（☎23‑0663）

鎮魂と希望をテーマに、公園内
をキャンドルで彩ります。心穏やか
なひとときをお楽しみください。
期日 ６月24日㈰
内容 フード：16時、宝 探しゲー
ム：16時30分、音楽ライブ：17
時20分、キャンドル点灯：18時
30分〜20時
場所 こすもす公園
問い合わせ 希望と笑顔のこすも
す公園（☎27‑3366）

釜石・大槌わかちあいの集い
ご遺族同士が体験や思いを語り
合い、互いを支え合う場です。
日時 ６月28日㈭13時30分〜15時
場所 釜石地区合同庁舎２階 相
談室３
対象 家族や親族など大切な人を
自死で亡くした人
申込期限 ６月27日㈬
申し込み・問い合わせ 釜石保健
所保健課（☎25-2710）

大只越町避難訓練
洪水と土砂災害を想定した避難
訓練を実施します。当日は防災行
政無線、いわてモバイルメール、
広報車両で訓練放送を行います。
実際の災害と間違わないようご注
意ください。
日時 ６月30日㈯８時30分〜11
時30分
内容 雨量計測、警戒、自主避
難、情報伝達の各訓練
対象 大只越町町内会
問い合わせ 市防災危機管理課
（☎27‑8441）

移動図書館
「しおかぜ」
３日㈫

かまいしこども園
天神町 仮設団地
只越 復興住宅 1号棟前
平田 復興公営住宅前
県水産技術センター
旧尾崎小学校前

４日㈬

9：10 〜 9：40
9：45 〜 10：15
10：25 〜 11：00
11：20 〜 11：50
12：00 〜 12：30
13：50 〜 14：20

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㈱釜石 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

５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
昭和園クラブハウス
源太沢公園前
SMC㈱釜石 第1工場
働く婦人の家
桜木町サポートセンター付近

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

キクコーストア釜石松倉店前
洞泉 市営住宅前
旧大松小学校前
大松地区コミュニティ消防センター前
唄貝 チビッコ広場前
仙人インフォメーションセンター付近
洞関地区コミュニティ消防センター前

9：10 〜 9：40
10：05 〜 10：35
10：45 〜 11：15
11：25 〜 11：50
12：55 〜 13：20
13：30 〜 13：55
14：05 〜 14：35

６日㈮

図書館

第23回いわて童謡唱歌
釜石のつどい
期日 ７月１日㈰12時30分（開
場：12時）
場所 釜石市民ホールTETTO
ホールA
入場料 300円
※中学生以下は無料
問い合わせ 第23回いわて童謡
唱歌釜石のつどい実行委員会（担
当：坂本☎27‑3210）

７月巡回日程

11日㈬

18日㈬

平田 第6仮設団地前
岩手大学 釜石キャンパス
あいぜんの里
上平田ニュータウン集会所前
大平下水処理センター駐車場
岩手トヨペット㈱釜石支店
釜石福祉作業所

9：20 〜 9：50
10：00 〜 10：30
10：45 〜 11：15
11：20 〜 11：50
12：00 〜 12：30
13：30 〜 13：50
14：30 〜 14：45

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

栗橋地区生活応援センター前
上栗林地区集会所前
釜石地区合同庁舎
国立釜石病院駐車場
小川町 太平工業アパート駐車場

10：00 〜 10：30
10：45 〜 11：15
12：00 〜 12：30
13：40 〜 14：05
14：20 〜 14：40

大平町 大平集会所
大平町 望洋ケ丘集会所前
唐丹公民館前
本郷 小池タマさん宅駐車場
花露辺 復興住宅前
平田駅前

9：20 〜 9：45
9：55 〜 10：20
10：50 〜 11：20
11：30 〜 11：55
13：10 〜 13：40
14：10 〜 14：40

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
釜石情報交流センター駐車場 10：40 〜 11：00
SMC㈱釜石 第2工場
12：15 〜 12：45
釜石小学校
13：00 〜 13：30
大渡町 工藤駐車場（釜小入り口） 13：35 〜 13：55
マイヤ野田店駐車場
14：10 〜 14：40

12日㈭

13日㈮

14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
※交通事情により多少のずれが生じることがあります

７月の休館日…２日、９日、16日、17日、23日、30日

19日㈭

25日㈬

鵜住居町 日向アパート前
鵜住居小学校
鵜住居児童館
栗林小学校前
砂子畑集会所前
栗林町 仮設団地前

27日㈮

9：30 〜 10：00
10：10 〜 10：50
10：55 〜 11：25
12：40 〜 13：30
13：35 〜 14：00
14：05 〜 14：30

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
問い合わせ

図書館（☎25‑2233）

広報かまいし 2018.6.15
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話題
題
まち
まちのの 話

陸上自衛隊第9音楽隊釜石市演奏会
５月19日［釜石市民ホールTETTO］

陸上自衛隊第９音楽隊を招待し
開かれた演奏会。集まった約650
人の観衆は、息の合った迫力ある
演奏に酔いしれました。また演奏会
中に、火災を想定した避難訓練を
実施。出演者や観客らは、係員の指
示に従い、場内からホール前広場
までの避難経路を確認しました。

Oh!マチMusicFesta

５月３日［釜石市民ホールTETTO］

ド

震災後２回目となる同音楽隊の演奏

演奏会の途中、避難訓練の様子

新緑まつり
〜もちつき体験と郷土料理バイキングを楽しむ会〜
５月20日［鵜住居町

晴天の下、子どもたちを中心に餅つきに挑
戦。あんこ餅とヨモギ餅を作りました

リ

ブ

ラ

ゲストの広島出身レゲエシンガーDRIBBLA
さんは、平成26年の広島の土砂災害と東日
本大震災に思いを寄せた曲を披露しました

民宿前川駐車場］

東日本大震災以降、橋野町青ノ木で八重桜を観賞しながら行ってき
たこの催しを、初めて根浜で開催しました。アメマスの魚汁やイカ焼
き、山菜の天ぷらなどの料理が並び、20人の参加者は海の幸、山の
幸の味覚を堪能。主催した釜石・大槌郷土料理研究会会長の前川良子
さんは「郷土料理だけではなく、子どもたちへの食育活動も行ってい
きたい」と今後の活動への意欲を語りました。

かまいし春まつり

５月４・５日［釜石駅前］

市内外から訪れる皆さんに釜石の食と観光をPRしようと、物産品
の販売やラグビーワールドカップ2019™日本大会のPR、釜石観光ガ
イド会による「街なかガイド」などが行われました。４日はあいにく
の雨模様の中、訪れた人はお振る舞いに舌鼓を打ち、お目当ての商品
を買い求めました。家族４人で秋田県湯沢市から訪れた観光客は「ホ
タテ釣りを楽しみにして来ましたが、中止となり残念です。釜石は初
めて。観光を楽しみたい」と話しました。

５月13日［橋野鉄鉱山インフォメーションセンター周辺］

５月20日［橋野町どんぐり広場裏の菜の花畑］
ユ ナ イ テ ッ ド グ リ ー ン

書道・山野草・煎茶道

気功法や尺八の演奏などリラックスしなが
ら、おやさい食堂カラコマ（盛岡市）の三
浦聖貴シェフ（釜石出身）による自然食中
心の弁当を堪能

第６回合同作品展

５月25〜27日［釜石市民ホールTETTO］

来場者は煎茶で一息つきながら和の雰囲気
を堪能しました

釜石書道協会、釜石草友会、三彩流釜石蘭煎会の３団体によるコラボ
作品展は、会場を昨年までの青葉ビルからTETTOに移し開催。書道作
品は、高い天井を生かした漢字や行書など約30点。山野草は通り掛か
る人にも見てもらおうと、屋外に面したガラス壁に沿って配置するなど
約40点を展示。来場者には抽選で山野草の苗のプレゼントも。育て方
のコツも伝授し、手にした来場者は「大切に育てたい」と笑顔で話しま
した。

恒例の餅まきには、1,500個のお餅が用意
されました

５月19日［釜石情報交流センター］

東京大学社会科学研究所教授の中村尚史さんを司会に、法政大学
キャリアデザイン学部教授の梅崎修さんが研究しているオーラル・ヒ
ストリー（口述の歴史）から、社会の記憶を継承していく方法につい
て議論。戦災や震災などを後世に伝えていく釜石に対して、梅崎さん
は「資料が残っているだけでは、記憶は継承されない。物理的空間
（space）から、他者と共に想起される、記憶のある場所（place）
にしていく仕掛けが必要」と話しました。
コ
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ー

バ

カ

マ

イ

シ

マ

ル

ダ

会場からも津波の石碑の活用などについて、
積極的に意見が交わされました
イ

co-ba kamaishi marudai オープニングイベント
５月19日［シェアオフィスマルダイ co-ba kamaishi marudai］

５月27日［釜石市民ホールTETTO他］
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今年は開花のタイミングがうまく合った八重桜まつり。ウォーキン
グを楽しむ人、写真を撮る人、産直の食品を買う人、遊具で遊ぶ子ど
も連れの家族など、多くの人でにぎわいました。用意された豚汁300
杯のお振る舞いには長蛇の列ができ、早々になくなりました。地元の
人は「こんなに人が集まったのは初めてではないか」と盛り上がりを
喜びました。また、釜石観光ガイド会による橋野鉄鉱山ガイドツアー
も実施され、世界遺産を学ぶ良い機会にもなりました。

危機対応学トークイベント
「オーラル・ヒストリーで社会の記憶を紡ぎ直す」

釜石市消防団消防演習

今年度の消防演習は新入団員６人を加え団員600人、車両40台が
出動し開催。TETTOでは消防庁長官表彰などの披露の他、市長表
彰、団長表彰が行われました。青葉通り付近ではたくさんの市民が見
守る中、昨年から活動を続けている釜石市少年消防クラブの29人が
おそろいのはんてんに身を包み、団員、消防車両と共に行進し、防
火、防災を市民にアピールしました。

貝毒発生のため、ホタテ釣りはイカ焼きに
変更。イカ焼きや鮭のつみれ汁のお振る舞
いに行列ができました

はしの四季まつり 第１弾 橋野鉄鉱山八重桜まつり

菜の花青空レストラン2018

UnitedGreenは、震災後「みんなが少しでも幸せな気分になれた
ら」という思いで被災した農地や荒れ地を耕し、幸せの色といわれる
黄色の菜の花を植えてきました。今年で６回目となる菜の花青空レス
トランには、市内外から約60人が参加。昨年、鹿の被害に遭った菜
の花も、ボランティアの協力で懸命に花を咲かせ、参加者の目を楽し
ませました。

東部地区の中心市街地活性化のため、平成27年から実施する音楽
イベントで、今年は会場を昨年度までの青葉通りからTETTOに移し
て開催。ホールBの屋根のある広場側を開放しメインステージに仕立
て、雨でも野外で音楽を楽しめる空間を創出しました。観客は、青葉
マルシェやキッチンカーで食料を買い込み、ロックやジャズなど14
組の多彩な演奏を楽しみました。

まるまる

千鳥町の河川敷では、消防車両が一斉に放
水。甲子川を渡るSL銀河も汽笛で応援

花巻のマルカンビル再生に尽力した小友康
広さんの講演の他、気仙沼市でco-baを運
営する杉浦恵一さんを招き、座談会を開催

釜石◯◯会議をきっかけに、釜石大観音仲見世通りにある空き店舗
１件がリノベーションされ、シェアオフィスとして生まれ変わりまし
た。建物はかつて土産物店として営業していた築約40年の木造２階
建てを一級建築士の宮崎達也さんが購入。床板には昨年５月の尾崎半
島山林火災で被災したスギを活用した他、インターネット環境やキッ
チンなどを整備し、１階と２階合わせて約80㎡に約20人が入居でき
ます。利用者はスペースを共有することで賃料の負担を軽減できる
他、イベント会場として貸し切り利用もできます。
広報かまいし 2018.6.15
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保健だより

乳幼児健康診査

健診(予防接種)内容
１カ月児健診

日 時
７月中

３〜４カ月児健診

個別健診

１歳６カ月児健診

７月中

３歳児健診
集団健診

２歳児いい歯健診
４歳６カ月児発達検査

７月25日㈬ 受付13:00〜13:15
７月12日㈭ 受付 8:45〜 9:30
７月19日㈭ 受付 9:00〜 9:30

各種教室・集団予防接種
内 容
①パパママ準備教室

（※1）

②ベビーマッサージ
（※2）

※①のみ

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）

四種混合・不活化ポリオ
（※３）

持ち物

日

内

平成30年４月生

〈小児科〉
県立釜石病院
国立病院機構釜石病院
釜石しょうけいクリニック
〈歯 科〉市内歯科医院
市保健福祉センター
９階

場

７月11日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）
７月18日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）
７月10日㈫
（受付13:15〜13:45）

容

日

栄養相談

対 象 者
平成30年６月生

所

平成29年10月生
平成28年12月生
平成26年12月生

平成30年１月生
平成27年12月生
平成25年12月生
対

象

者

７月19日㈭

青葉ビル研修室
1・2
市保健福祉センター
９階

※２母子健康手帳、バスタオル

食

個別通知

６月は

なし

あり

おおむね5〜6カ月児

７月９日㈪

おおむね7〜12カ月児

７月13日㈮
当日受付

※３母子健康手帳

問い合わせ…市健康推進課（市保健福祉センター2階）☎22‑0179

肝炎検査（B・C型）
HTLV−1相談（ヒトT細胞白血病ウイルス-1型相談）
骨髄バンク登録

実施日
７月24日㈫

７月19日㈭

実施時間
13:30〜16:00 ※予約制
13:30〜14:30

※予約制

14:30〜15:00

※予約制

問い合わせ…釜石保健所保健課

中田 義仁

広報かまいし

食事の
栄養バランスは？

さまざまな種類の栄養素や食品の摂取量が多く、
バランスが良い

生活リズムは？

早寝・早起きの人が多い
睡眠の質が良い人が多い
不眠傾向の人が少ない

副菜
主菜

汁物
主食

心の健康は？

ストレスを感じていない人が多い
心の状態を良好に保つことができた人が多い

学力・学習習慣や
体力は？

学力が高い、家での学習時間が長い人が多い
体力測定の結果が良い人が多い
詳しい内容を知りたい人は農林水産省ホームページを参考にしてください
http://www.maﬀ.go.jp/j/syokuiku/evidence/index.html

糖尿病予防栄養教室
参加者募集

☎25‑2710

釜石薬剤師会理事

2018.6.15

高齢者の安全なお薬との付き合い方

１００歳まで元気で過ごせる時代となりま
した︒ 歳を超えても︑若い人と同じように
薬局に来てくれる人が増えています︒
普通に日常生活を送れていても︑薬に関し
て気を付けてほしいことがあります︒高齢に
なると複数の疾患がある人が増え︑疾患の数
だけ薬も増えてしまいます︒高齢者は多くの
薬を使うと副作用が起こりやすいだけでな
く︑重症化しやすくなります︒
副作用には︑ふらつき︑転倒︑物忘れの
他︑うつ︑せん妄︵頭が混乱して興奮した
り ︑ ボ ー っ と す る 症 状 ︶︑ 食 欲 低 下 ︑ 排 尿 障
害︑便秘などがあります︒特にふらつき︑転
倒は高齢者で５つ以上の薬を使う人の４割以
上に起きているという報告があります︒高齢
者に副作用が起こりやすいのは︑薬の数が多
いだけでなく︑薬を分解︑排泄する能力が低
下するためです︒高齢者の薬との付き合い方
のポイントは︑①自己判断で薬の使用を中断
しない②使っている薬を医師や薬剤師に必ず
伝える③むやみに薬を欲しがらない④若いこ
ろと同じだと思わない⑤薬は優先順位を考え
て最小限にすることです︒
お薬を安心して飲めるよう︑お薬に関する
ことは︑かかりつけの薬剤師︑薬局へお気軽
にご相談ください︒

参考資料 ﹁高齢者が気を付けたい 多すぎる薬と副作用﹂

日本老年医学会他編集
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85

☎22−0179

〜研究結果に基づいて分かったこと〜

母子健康手帳の交付日…７月６日、13日、20日、27日（祝日を除く毎週金曜日、受付時間13:30〜15:00）

内 容
精神保健相談（こころの相談）
エイズ相談・検査
性感染症検査（性器クラミジア病原体検査・梅毒検査）

【問い合わせ】市健康推進課

●朝食を毎日食べる人は、そうでない人と比較して…

時
場 所
対 象 者
申込期限
①14:00〜14:50
市保健福祉センター 市内に住所がある20歳以
７月17日㈫
②15:00〜15:50
８階
上の人
③16:00〜16:50

釜石保健所開設相談

保健案内板

間

６月は、家庭、学校、地域、職場など地域全体で食育推進に取り組む
食育の強化月間です。食育とは、さまざまな経験を通じて、食に関する
釜石市
食育マスコットキャラクター
知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる
ほたてちゃん
力を育むことをいいます。
釜石市の朝食欠食率は、岩手県全体と比べると小学生、中学生、高校生とどの年代も高く、年代が上が
るごとにその数値は高くなっています。生涯にわたって心もからだも健康な生活を送るために、まずは
「朝食」を毎日食べることからはじめませんか。「食育月間」を機会に、生活の基盤を築く食育に取り組
んでみましょう。

７月４日㈬

接種を受ける当日の年齢が７歳
６カ月未満の子ども
※平成24年７月生以降は除く

育

月

あり

申込期限

７月７日㈯
①妊娠6〜7カ月の妊婦
市保健福祉センター
① 9:30〜11:30（受付9:20〜 9:30）
および配偶者
９階
②10:00〜11:30（受付9:50〜10:00）
②おおむね4〜12カ月児

※１母子健康手帳、母子健康手帳副読本

市開設相談

時

所

県内小児科

７月中〜８月中

９〜10カ月児健診

６カ月児健診・BCG接種

場

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

…このマークが付いているものは「かまいし健康チャレンジポイント」の対象です。

月

日

①７月４日㈬
②７月５日㈭

時

間

各日とも10時〜12時30分

場

所

①青葉ビル
②鵜住居地区生活応援センター

対

象

20歳以上の市民

定

員

各会場20人

内

容

糖尿病療養指導士による栄養講話
バランス食の試食

参 加 費

無料

申込期限

６月29日㈮

申し込み・問い合わせ
市健康推進課 ☎22‑0179

釜石市食生活改善推進員
養成講座 受講者募集

全講座修了後、食を通じた健康づくり事業など

で活動します。
月

日

7月2日㈪、30日㈪、8月6日㈪、27日
㈪、9月10日㈪、10月1日㈪【全6回】

時

間

10時〜15時

場

所

青葉ビル

対

象

市内在住で、健康づくりに関心があり、
家族と地域のために活動する意欲のある
人（男女問いません）

内

容

健康講話、調理実習、運動実技

参 加 費

毎回400円（食材費）

申込期限

６月27日㈬

申し込み・問い合わせ
市健康推進課 ☎22‑0179
広報かまいし 2018.6.15
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復 興

制度の仕組み
②土地の売却情報などの発信
①売却などの希望者

釜 石 市

登録

問い合わせ

③購入などの希望者

④協議・交渉

※宅地建物取引業者などに協力を要請

制度の運用方法

情 報

土地の売りたい、買いたい、貸したい、借りたいを実現

釜石市区画整理土地活用支援制度をご利用ください
制度の目的
市は、被災市街地復興土地区画整理事業の地区内で、宅地造成後の土地
（換地）
の利活用を推進する
ために、
「区画整理土地活用支援制度」を創設しました。

①売却などの希望を募集

制度の周知を行うとともに、売却などの希望者を随時募集

②売却などの情報発信

登録された売却などの情報を、市の窓口やホームページで公開

③購入などの希望の申込受付

土地の購入などの希望者からの申込受付

④売買に向けた協議・交渉

売買に向けた協議・交渉の実施

※宅地建物取引業者などに協力を要請

この制度は、区画整理事業の地区内で「売却などの希望者
（土地の売却や賃貸を希望する人）
」と
「購入などの希望者
（土地の購入や賃借を希望する人）
」をマッチングさせる仕組みを構築するもので
す。これにより、区画整理事業地区内の土地の利活用を推進し、釜石の復興まちづくりの加速化を
図ることを目的としています。

背景
平成29年３月に行った、区画整理地区内の土地所有者に対する土地利用意向アンケートの結果、
約３割が「将来の土地利用は未定」、約２割が「土地を売却や賃貸で活用希望」と回答
区画整理地区外で再建したため、所有する土地を利活用する予定がない場合や、住宅再建資金の

■土地の登録要件

次の全ての要件を満たすこと
１．市が施行する被災市街地復興土地区画整理事業地区内（片岸地区、鵜住居地区、嬉石松原地

ため所有する土地の一部を売却したいが、どのように進めてよいか分からないという相談が増加
土地利用意向アンケート結果

土地利用内容の見込み

区、平田地区）にある未利用地であること
２．土地所有者であること（宅地建物取引業を営む者を除く）
３．抵当権などの権利が登記されている場合、解除できることが明らかなこと
４．土地が未相続である場合、遺産分割協議が整っているか、整う見込みが明らかなこと

鵜住居地区

168

登録申込用紙に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、直接持参、郵送で市都市整備推進室へ
提出してください

37

3 28

24

203

42

■住宅用地

片岸地区

64

平田地区

■土地の登録方法

71

（H29.3時点）

14

77

36

5 4 5

37

74

71
37

35 6

20

9

40

■売却
■賃貸
■アパート・マンション

23

■店舗・事務所
■工業系

嬉石松原地区

51

22

15

2

16

22

53

10

■駐車場・資材置き場など
■未定、分からない

登録申込用紙は、市都市整備推進室に備え付ける他、市のホームページからダウンロードできます
登録した土地売却希望などの情報は、市担当窓口やホームページで随時お知らせします

■注意事項

市は、売却などの情報登録と発信のみを行い、売買などに係る交渉や協議には関与しません。
なお、情報の登録や取得に費用はかかりません
売却などの情報の登録期間は、登録完了日から最長で2020年３月31日までです
売買などの交渉や協議に当たっては、市と協定を締結している次の団体に加盟している宅地建物取

全体

360

0%

10%

137

20%

30%

132

40%

8 54 10 60

50%

60%

370

70%

80%

95

90%

■その他

100%

一方、新たに土地を取得し住宅再建をしたいが適した土地が見つからず、再建のめどが立たないと
いった課題が顕在化
今後、区画整理地区内の土地を購入、賃借したいというニーズに対して迅速に対応できるよう
に、売却や賃貸を希望する土地の掘り起こしと情報発信が、復興まちづくりを推進する上で重要

引業者を紹介します。なお、土地所有者の取引などの自由を制限するものではありません
協力団体

（一社）岩手県宅地建物取引業協会
（公社）全日本不動産協会岩手県本部

申し込み・問い合わせ

17

2018.6.15

広報かまいし

市都市整備推進室 区画整理係
〒026‑8686 只越町3‑9‑13 市役所第５庁舎２階
☎27‑8437 ＦＡＸ22‑9505

土地を売りたい・貸したいという人と、買いたい・借りたいという人を
マッチングさせる仕組みが必要
広報かまいし 2018.6.15
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復 興 情 報

交通規制のお知らせ

消費税引き上げに伴う被災者の住宅再建に対する給付措置

住まいの復興給付金制度をご利用ください
「住まいの復興給付金」は、東日本大震災で被災した住宅の所有者が、消費税率８％への引き上げ
（平成26年４月１日）以降に住宅を建築、購入し、その後居住する場合に、消費税増税分相当の給付が
受けられる制度です。申請は住宅の引き渡しから１年以内にする必要がありますのでご注意ください。

給付金の
交付対象者

次の要件を全て満たす人、住宅が対象です。
①被災住宅を所有していた
②再取得住宅を所有している
③再取得住宅に居住している
※１人で全ての要件を満たしていない場合でも、各要件の該当者が共同申請する場合
は対象となります

対象住宅

消費税率８％または10％の適用を受けている期間に、建築、購入された新築住宅、
または宅建業者が販売した中古住宅。
※個人が売り主の中古住宅は非課税のため対象外

給付金額

○消費税率が８％のとき：5,130円×床面積
○消費税率が10％のとき：8,550円×床面積
※床面積の上限は175㎡。上限を超える場合は175㎡分を給付

申し込み
方
法

申請は住まいの復興給付金事務局への郵送のみ受け付けます。
申請書は、市生活支援室（第５庁舎１階）に備え付ける他、住まいの復興給付金事
務局のホームページからダウンロードできます。
http://fukko-kyufu.jp/download/apply̲01.html
制度の内容、申請対象、申請書類などは、ホームページまたはコー
ルセンターでご確認ください。

申し込み
問い合わせ

住まいの復興給付金事務局
☎0120‑250‑460（通話料無料）（土・日曜日、祝日を除く９時〜17時）
ホームページ：http://fukko-kyufu.jp
〒983-8799 仙台東郵便局私書箱15号 住まいの復興給付金申請係

釜石港湾口防波堤が完成しました
東日本大震災で損壊し、３月に復旧整備事業が完了した釜石港湾口防波

堤の完成記念式典が４月30日、釜石市民ホールTETTOで行われました。
湾口防波堤は、防潮堤と併せて津波被害を軽減させると共に、湾内の

静穏度確保のため、昭和53年に建設着手し、約30年の工期を経て平成
20年度に完成。しかし平成23年、東日本大震災で被災し、南堤は670

㍍のうち約300㍍を残し倒壊、北堤は990㍍のうち約120㍍を残して倒
壊、傾斜しました。復旧整備事業は平成24年に開始され、従来のものよ
り長尺化したハイブリットケーソンを千葉県内の造船ドックで製作する

３月に報道機関向けに公開された北堤

など、工事の効率化を図り６年余りで完成しました。また、基礎マウン
ドとケーソンの間に摩擦増大マットを敷設し、津波に対し粘り強く、倒
壊しにくい構造とし、背後地域の被害軽減につながるものとしました。

沿岸地域の道路整備もかつてないスピードで進む中、湾口防波堤完成

展が期待されます。
19
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広報かまいし

只越町から東前町までのかさ上げ工事に伴い、主要地方道釜石港線の一部と税関通りのかさ上げ工事
を施工しています。付近を通行するときはご注意ください。
工事の早期完了を図るため、全面通行止めの交通規制を行っていますので、ご協力をお願いします。

交通規制期間

【主要地方道釜石港線
（バス通り）
】９月30日㈰まで
【税関通り
（市営釜石ビル前）
】平成31
（2019）
年６月30日㈰まで
交通規制期間中は、次の図の

完成を祝しテープカットを行う関係者ら

で示している道路を通行してください。
凡

例

：常時通行できる主な道路
釜石市役所

：全面通行止め区間

釜石市魚市場
市営釜石ビル
主要地方道釜石港線
（バス通り）

税関通り
（市営釜石ビル前）

【問い合わせ】市都市整備推進室 都市拠点復興係

釜石都市計画平田地区被災市街地復興
土地区画整理事業に関する事業計画変
更案の縦覧を行います
平田地区の土地区画整理事業に関する事業計画
について、施行区域の変更などにより事業計画を
変更するため、釜石都市計画平田地区被災市街地
復興土地区画整理事業に関する事業計画変更案の
縦覧を次のとおり行います。
期間 ６月22日㈮〜７月５日㈭、８時30分〜17
時15分（土・日曜日の縦覧も可能）
場所 市役所第５庁舎１階相談窓口
【意見の提出】
市民および利害関係人は、事業計画変更案の縦
覧期間中とその翌日から２週間の間、県に対して意
見書を提出することができます｡
意見書を提出する場合は、７月19日㈭までに、
意見の要旨、住所、氏名を記載した書面を岩手県
知事（県都市計画課）へ提出してください。
■問い合わせ

で湾内の静穏が保たれることにより、港湾・物流事業や水産業の振興発

復 興 情 報

市都市整備推進室 区画整理係
☎27‑8437

☎27‑8437

都市計画臨港地区の変更案の縦覧を
行います
市は、釜石港の背後に避難路（グリーンベル
ト）を整備しています。県は、釜石港港湾計画と
整合を図るため、この避難路を臨港地区に含める
都市計画変更をしようとするものです。この都市
計画変更案の縦覧を次のとおり行います。
期間 ６月18日㈪〜７月２日㈪、９時〜17時
（土・
日曜日を除く）
場所 県都市計画課（盛岡市）、県沿岸広域振興
局土木部、市都市計画課
【意見の提出】
市民および利害関係人は、都市計画変更案の縦
覧期間中、県に対して意見書を提出することがで
きます。
意見書を提出する場合は、７月２日㈪までに、
意見の要旨、住所、氏名を記載した書面を岩手県
知事（県都市計画課）へ提出してください。
■問い合わせ 市都市整備推進室 都市拠点復興係
☎27‑8437
広報かまいし 2018.6.15
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広報
Let’s do it!

TM©RWCL2015

vol.15

RWC2019™

462日
釜石会場
キックオフまであと 467日
大会開催
まであと

いよいよ来年開催されるラグビーワールドカップ2019に
向けて、月に１回、ラグビーワールドカップを楽しむため
の情報を発信していきます。

キックオフ! 釜石8.19 釜石鵜住居復興スタジアムオープニングイベント
2018

ラグビーワールドカップ2019™釜石開催の試合会場として建設中の「釜石鵜住居復興スタジアム（仮称）」の
完成（７月末予定）を記念し、市民の一体感をより一層強めながら、スタジアムの完成を広く情報発信す
るためにオープニングイベントを開催します。チケットをお買い求めの上、ご来場ください。

６ 15

【イベントの概要（予定）】

No.1690

８月19日
開催!!

9:30 竣工セレモニー（感謝状贈呈、郷土芸能披露など）
10:00 キッズラグビーなど
12:00 レジェンドマッチ 「新日鐵釜石ラグビー部OB vs. 神戸製鋼ラグビー部OB」
13:00 オープニングセレモニー
平原綾香さんによる『Jupiter』の披露
14:00 メモリアルマッチ 「釜石シーウェイブスRFC vs. ヤマハ
発動機ジュビロ Yamaha Júbilo」

発行

編集

釜石市
広聴広報課

※「ダンスで日本を元気に︕夢の課外授業 中学生Rising Sun
Project 2018」として、EXILEのÜSA さんとTETSUYA
さんが釜石東中学校生徒とダンスパフォーマンスを披露
（13︓00～16︓00の間で調整中）
※前日の８月18日㈯にも前夜祭のイベントが予定されています

【オープニングイベントのチケット発売について】

５月15日に東京都内で本イベントについて発表しました

■ラグビーワールドカップ2019™日本大会チケットID登録者抽選先行
＜受付期限＞６月17日㈰23時59分まで
＜結果発表＞６月19日㈫18時ごろ
■チケットぴあ 抽選先行
＜受付期限＞６月20日㈬10時～６月22日㈮11時
＜結果発表＞６月22日㈮18時ごろ

ホームページ

〒026‑8686 釜石市只越町３‑９‑13 ☎22‑2111 ℻ 22‑2686

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/

■一般販売
６月24日㈰10時から釜石情報交流センターなどで購入
できます。
※先行抽選販売時は、チャリティ記念Ｔシャツ付自由席チ
ケットのみの販売となります。通常の自由席チケットは、
一般販売以降に購入可能です
※チケットの価格や購入など詳細については、下記の
「TICKET RUGBY」のサイトをご確認ください
http://ticket-rugby.jp/top.jsp

リポビタンＤチャレンジカップ2018

ラグビー日本代表選パブリックビューイング
～釜石からラグビーを応援しよう～
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™釜石開催に向け、みんな
で応援に参加して盛り上がりま
しょう。

日本代表

対

入場無料
全席自由

（先着順）

飲食自由

（持ち込み）

ジョージア代表

日時

６月23日㈯
14時45分キックオフ

場所

シープラザ釜石 ２F

大会公式ボランティアを募集しています
大会期間中は大勢の観光客が釜石を訪れます。これまでの支援に感謝して、ボランティアで観光
客を「おもてなし」し、釜石の魅力や復興状況を伝えませんか。
■応募方法 ラグビーワールドカップ2019組織委員会の公式ウェブサイトから応募してください
https://www.rugbyworldcup.com/volunteers
■応募要件 １ 2019年３月31日時点で満18歳に達している人
※未成年の人は保護者の同意が必要
２ 日本語でのコミュニケーションが可能な人（他言語は必須ではありません）など
■応募期限 ７月18日㈬11時59分

［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
広報かまいし 2018.6.15
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