
今月のインフォメーション

日時　９月１日㈯９時～
場所　県営運動公園陸上競技場
（盛岡市）
種目　60㍍走、玉入れなど
対象　昭和34年４月１日以前に
生まれた人
申込期限　７月20日㈮
申し込み・問い合わせ　市高齢介護
福祉課（☎22-0178）、老人クラブ
連合会事務局（☎27-8112）

【募集】第30回岩手県
者
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　市は、緊急時の対応や相談支援
を行う上での基本情報として活用
するために「高齢者実態把握調
査」を実施しますので、ご協力を
お願いします。
期間　７月上旬～
対象　平成30年４月１日現在、
65歳以上(昭和28年４月１日以前
に生まれた人)で、要介護または
要支援認定者を除いた市内に住所
がある人
調査方法　対象者へ「高齢者実態
把握調査票」を郵送するので、必
要事項を記入し、同封の返信用封
筒で返信してください
問い合わせ　市地域包括支援セン
ター（☎22-2620）

高齢者実態把握調査高齢者実態把握調査

日時　７月22日㈰、９月22日㈯、
10月28日㈰、11月18日㈰、12月
23日㈰、各日10時～
場所　チームスマイル・釡石PIT 
入場料　無料 
※出演希望者は当日申し込み（無料）
問い合わせ　ボランティアうぐいす
（担当：新沼☎090-7666-2770）
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日時　７月21日㈯10時～16時
場所　岩手沿岸南部クリーンセン
ター
内容　工場棟の見学、環境学習交
流センターの環境学習会（リサイ
クル工作）など
問い合わせ　岩手沿岸南部広域環
境組合事務局（☎27-7020）
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　地域でつながるがん制圧、がん
患者支援のためのチャリティイベ
ントを開催します。
日時　７月28日㈯14時～29日㈰
９時
場所　釡石市民ホールTETTO前
広場、チームスマイル・釡石PIT
内容　リレーウォーク、ステージ
イベント、医療講演
参加費　500円
※がん患者とがん経験者は無料
問い合わせ　リレー・フォー・
ライフ・ジャパン2018さんりく
実行委員会事務局（担当：及川☎
22-5800）
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実施時期　８月～平成31年２月の
間で２～11日間
巡拝先　フィリピン、硫黄島など
対象　巡拝先戦没者の遺族で原則
80歳以下の人
※実施時期、参加費などは巡拝先
によって異なります
問い合わせ　市地域福祉課（☎22-
0177）
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訓練期間　９月４日㈫～平成31
年２月28日㈭
場所　ポリテクセンター岩手遠野
実習場（遠野市）
募集人数　住宅建築施工科12人
応募資格　ハローワークに求職手
続きをしている人
受講料　無料
※テキスト代は自己負担
募集期間　７月２日㈪～８月20
日㈪
問い合わせ　ポリテクセンター岩手
遠野実習場（☎0198-63-1411）
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日時　７月13日㈮19時30分（19
時：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　ワッカラ淵（中小川地区）
定員　先着30人
※小学生は保護者の同伴が必要です
持ち物　懐中電灯、敷き物、長
袖、長ズボン、スニーカー、長靴
など
申し込み・問い合わせ　市環境課
（☎27-8453、FAX22-2199）
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【上中島こども園】
募集人数　保育教諭１人
応募資格　保育士免許と幼稚園教
諭免許がある人
雇用期間　７月25日㈬～平成31
年１月24日㈭
業務内容　保育業務の補助
賃金  日額7,285円
【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　７月27日㈮～平成31
年１月26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
【市郷土資料館】
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
雇用期間　８月６日㈪～平成31
年２月５日㈫
業務内容　郷土資料館の受付業
務、所蔵資料の整理整頓業務など
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）

職員
【募集】【募集】
市の臨時職員市の臨時職員市の臨時職員

日時　７月７日㈯10時～12時
場所　働く婦人の家
定員　先着20人
持ち物　浴衣、半幅帯、だて締
め、肌着、裾よけ、腰ひも３本、タ
オル２枚
申込期限　７月６日㈮
申し込み・問い合わせ　着付愛好
会（担当：瀬川☎23-6863）、市働
く婦人の家（☎23-2017）
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ふくしトピック②　身体障害者手帳の利用について
　身体障害者手帳は、視覚障が
いや聴覚・平衡機能障がい、音
声・言語機能障がい、そしゃく
機能障がい、肢体不自由、内部
障がいなどがあり、国の定めた
基準に該当する状態の人へ交付
されます。
　身体障害者手帳を持っている
人は、次の制度を利用できます。
　また、他にも利用できる制度
がありますので、詳しくは市の
ホームページを見るか、お問い
合わせください。

【公共交通機関の運賃】
◯鉄道（JR、三陸鉄道）：５割引
◯バス：５割引
◯タクシー：１割引
※手帳の種別、介護者の有無で
距離制限がある場合があります
【有料道路の通行料金】５割引
※事前の申請が必要です。申請
方法はお問い合わせください
【NHK受信料の免除】身体障害
者手帳を交付された人がいる世
帯は、全額または半額免除とな
る場合があります

釡石地区被災者相談支援
センターをご利用ください
日時　月～金曜日８時30分～17
時15分
※祝日を除く
場所　市役所第５庁舎
※予約すると、待ち時間なく相談
できます
【７月の専門家相談】
専門家 期　日

弁護士  5日㈭、12日㈭、
19日㈭、26日㈭

司法書士  6日㈮、20日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

18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

申し込み・問い合わせ　釡石地区
被災者相談支援センター（☎0120-
836-730通話無料、☎080-5734-
5494）

日時　７月28日㈯10時～14時
場所　日向ダム
内容　ダム施設一般開放、湖面パ
トロール、木工教室、ニジマスつ
かみどり
参加費　無料
問い合わせ　県沿岸広域振興局土
木部（☎27-5572）

日向ダム湖畔の集い日向ダム湖畔の集い

　大切な人を亡くした後に、つら
く悲しい気持ちが長く続くこと
があります。この反応は、「悲嘆
（グリーフ）」と言われるもので
人によって表れ方が違います。亡
くした人を時間をかけて大切に位
置付けていくためには、さまざま
な方法があります。「人に話すこ
と」も方法のひとつです。大切な
人を亡くした、同じ経験を持つ人
がお互いの気持ちを分かち合う会
を毎月１回開催しています。
【思い当たる事はありませんか？】
・亡くなった人の事が頭から離れ
ない
・亡くなった人の事について話をし
たいと思うが、気軽には話せない
・亡くなった人の事を思い出す物
を避けてしまう
問い合わせ　市健康推進課（☎22-
0179）

グリーフケア・サロングリーフケア・サロン

　橋野鉄鉱山の世界遺産登録まで
の経緯や発掘調査資料などを展示
します。
期間　７月４日㈬～16日（月・祝）
場所　鉄の歴史館
問い合わせ　鉄の歴史館（☎24-
2211）

世界遺産登録３周年記念事業世界遺産登録３周年記念事業
「橋野鉄鉱山を知ろう!!」「橋野鉄鉱山を知ろう!!」「橋野鉄鉱山を知ろう!!」

日時　７月７日㈯13時～
※小雨決行。雨天時は翌日に延期
場所　中小川集会所前
内容  「蛍の里」の合唱、鹿踊り、
餅まきなど
問い合わせ　小佐野地域会議ほた
るの里まつり実行委員会事務局（☎
23-5037）

ほたるの里まつりほたるの里まつり

　６月４日から相談室での相談を
再開しました。子育ての悩み事や不
安など、お気軽にご相談ください。
日時　月・火・木・金曜日10時～
17時
※電話相談もできます（月～金曜
日10時～17時）
※祝日、年末年始を除く
場所　青葉ビル１階
問い合わせ　青葉通り子どもの相
談室（☎080-5737-1206）
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問い合わせ　市地域福祉課　障がい福祉係（☎22-0177）

なんでも相談会
日時　７月14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　７月19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）
司法書士による高齢者・障がい者
のための成年後見＆相続相談会
日時　７月22日㈰10時～16時
場所　岩手県司法書士会館（盛岡市）
※電話相談もできます
相談電話　☎0120-823-815（当
日のみ）、☎0120-333-184
問い合わせ　（公社）成年後見セ
ンターリーガルサポート岩手支部
（☎019-653-6101）
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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