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I n f o r m a t i o n

　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）

2018夏わんぱくひろば2018夏わんぱくひろば

訓練期間　８月１日㈬～11月30日㈮
場所　釡石職業訓練協会
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　ハローワーク釡石（☎
23-8609）へ
問い合わせ　釡石職業訓練協会
（☎26-7000）

【募集】ハロートレーニング【募集】ハロートレーニング
（公共職業訓練）の受講生（公共職業訓練）の受講生

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）

【募集】日本赤十字社【募集】日本赤十字社
岩手県支部の職員岩手県支部の職員

　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「釡石の魅力を市
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・釡石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　釡石情報
交流センター（☎27-8751）

【募集】【募集】
ふるさとポスター教室の観覧者ふるさとポスター教室の観覧者

　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）

【募集】【募集】
小学生統計グラフ教室の参加者小学生統計グラフ教室の参加者

【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　ハローワーク釡石（☎
23-8609）へ
問い合わせ　市総務課（☎27-
8411）

【募集】【募集】
市の臨時職員市の臨時職員

※【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】【募集】
７月能力開発セミナーの受講者７月能力開発セミナーの受講者

　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）

船舶運航技術、船舶運航技術、
シーマン・シップを学ぶシーマン・シップを学ぶ

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

齊
さい
藤
とう
碧
あ お と
星くん（４歳）

　　琉
り つ き
月くん（７カ月）

兄弟仲良く、元気に育ってね！

※「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。

吉
よし
田
だ
花
は な
咲ちゃん（2歳）

優しい子になってね!!

川
かわ
﨑
さき
元
もと
稀
き
くん（2歳）

元気に育ってください

小
お
野
の
寺
でら
諒
りょう
くん（2歳）

大きく育ってね!!
菊
きく
池
ち
紗
さ
椰
や
ちゃん（2歳）

元気いっぱい
優しいお姉さんになってね

簗
やな
場
ば
岳
がく
史
し
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

取材で気付き、その地域の良さを発見
　釡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、釡石ファンに旬な情報をお届けしています。
　出身の北上と釡石の共通点は小学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。釡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！

駒込　洋
ひろ

孝
たか

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

甲子公民館自主学習グループ
習字の会

※「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

　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）
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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）

釡石市の人口と世帯（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）
※（　）は前月比。

今月の
納　税

【市県民税１期】
納期限＝７月２日㈪

夜間納税相談窓口
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）

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 釡石のぞみ病院【内】 大渡町 ☎31-2300
15 小笠原内科クリニック【内】 上中島町 ☎25-2580
16 釡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 釡石整形外科クリニック【整形・リハ】 大渡町 ☎31-1881
休日 当番薬局 所在地 電話番号
1 ツルハドラッグ釡石店 只越町 ☎31-2268
8 はまゆり調剤薬局 大渡町 ☎24-3671
15 中田薬局上中島店 上中島町 ☎21-2050
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
休日 当番歯科医　※診療時間は9時～12時 所在地 電話番号
1 歯科福成医院 新町 ☎25-0105
8 かっし歯科医院 甲子町 ☎25-2785
15 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
22 久喜神経内科歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
29 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182

　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）

「アルバイトの労働条件を確
かめよう！」キャンペーン
「アルバイトの労働条件を確「アルバイトの労働条件を確
かめよう！」キャンペーンかめよう！」キャンペーン

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（☎019-688-
4311）

一般公開
陸上自衛隊岩手駐屯地陸上自衛隊岩手駐屯地

一般公開一般公開一般公開

　東部地区の復興の進
しん
捗
ちょく
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・釡石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）

東部地区復興まちづくり東部地区復興まちづくり東部地区復興まちづくり
協議会・地権者連絡会協議会・地権者連絡会協議会・地権者連絡会

期日　７月８日㈰９時（開場）
場所　釡石市民ホール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）

転倒予防フォーラム岩手2018転倒予防フォーラム岩手2018転倒予防フォーラム岩手2018
in釡石in釡石

３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

４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

５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

６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

11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

12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

13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

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

18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

19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

25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

27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」 ７月巡回日程

図書館　７月の休館日…２日、９日、16日、17日、23日、30日 問い合わせ　図書館（☎25-2233）

　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）

大只越町避難訓練大只越町避難訓練大只越町避難訓練

　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　県立釡石祥雲支援学
校（☎23-0663）

県立釡石祥雲支援学校高等部県立釡石祥雲支援学校高等部県立釡石祥雲支援学校高等部
「第１回学校へ行こう週間」「第１回学校へ行こう週間」「第１回学校へ行こう週間」

　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）

第８回キャンドルナイト
withひとつの街

第８回キャンドルナイト第８回キャンドルナイト
withひとつの街withひとつの街

期日　７月１日㈰12時30分（開
場：12時）
場所　釡石市民ホール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
唱歌釡石のつどい実行委員会（担
当：坂本☎27-3210）

第23回いわて童謡唱歌
どい

第23回いわて童謡唱歌第23回いわて童謡唱歌
釡石のつどい釡石のつどい釡石のつどい

　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　釡石地区合同庁舎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　釡石保健
所保健課（☎25-2710）

釡石・大槌わかちあいの集い釡石・大槌わかちあいの集い釡石・大槌わかちあいの集い釡石・大槌わかちあいの集い

　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　釡石労働基準監督署
（☎23-0651）

【事業主の皆さんへ】【事業主の皆さんへ】
労働時間相談・支援コーナー労働時間相談・支援コーナー
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