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応募資格　パソコンの基本的な操
作ができる人
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
【水産課】
募集人数　事務補助１人
雇用期間　８月15日㈬～平成31
年２月14日㈭
業務内容　事務作業、電話対応など
【税務課】
募集人数　事務補助１人
雇用期間　８月22日㈬～平成31
年２月21日㈭
業務内容　税証明発行業務、課税
業務など
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市の臨時職員

日時　８月８日㈬19時15分～21時
※雨天中止
集合場所　大平墓地公園駐車場
※現地集合、現地解散
内容　天の川、「こと座」のベガ
など夏の大三角形の観察
持ち物　筆記用具、懐中電灯
※双眼鏡は貸し出します
申し込み・問い合わせ　市環境課
（☎27-8453、FAX22-2199）

【募集】【募集】
夏の星空観察会の参加者夏の星空観察会の参加者

訓練期間　８月28日㈫～12月21
日㈮
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　ＯＡ実務科
※ワード、エクセルを学習して再
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　８月17日㈮
※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　釡石職業訓練協会
（☎26-7000）

（公共職業訓練）の受講生
【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

日時　８月７日㈫～８日㈬９時～
16時
場所　県立宮古高等技術専門校
対象　パソコンの基本操作とロー
マ字入力ができる人（先着15人）
受講料　1,706円
申込方法　電話やFAXなどでお
申し込みください
※在職者優先
申込期限　７月20日㈮
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）

作成
セミナーの受講生

【募集】ホームページ作成【募集】ホームページ作成【募集】ホームページ作成
セミナーの受講生セミナーの受講生

日時　１回目（構成、下絵）：７
月27日㈮９時30分～11時30分、
２回目（製本）：８月３日㈮９時
30分～12時
※全２回で絵本が完成します
場所　図書館
募集人数　10人程度
※小学３年生以下は保護者の同伴
が必要です
申込期限　７月20日㈮
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

手づくり絵本教室の参加者
【募集】【募集】

手づくり絵本教室の参加者手づくり絵本教室の参加者

日時　７月29日㈰９時～15時15分
場所　根浜海岸（フィッシャリー
ナ付近）
対象　釡石市と大槌町の小学３年
生～大人（先着16人）
参加費　2,000円
※親子参加：3,000円、以降１人
増えるごとに1,000円追加
申込方法　FAX、郵送
申込期限　７月20日（金）
申し込み・問い合わせ　釡石ヨッ
トクラブ（担当：三浦☎090-
8789-8610、FAX23-2710、
〒026-0055甲子町10-280新日
鉄住金㈱白鵬寮）

【募集】【募集】
ヨット教室の参加者ヨット教室の参加者

　日本遺族会は「戦没者遺児によ
る慰霊友好親善事業」を実施しま
す。先の大戦で父などを亡くした
戦没者の遺児を対象に、旧戦域を
訪れ、慰霊追悼を行います。
実施地域　北ボルネオ・マレー半
島、マリアナ諸島、トラック・パ
ラオ諸島、フィリピン、ソロモン
諸島、ミャンマー・タイ、台湾・
バシー海峡、マーシャル・ギル
バート諸島、中国、西部ニューギ
ニア、東部ニューギニア、ミャン
マー
※地域ごとに申込期限がありま
す。詳しくはお問い合わせください
参加費　10万円
申し込み　岩手県遺族連合会（☎
019-651-8411）
問い合わせ　日本遺族会事務局
（☎03-3261-5521）

戦没者遺児の皆さんへ戦没者遺児の皆さんへ

　建設業を営む中小企業の振興を
目的とした退職金制度です。
加入事業者　建設業を営む人
対象者　建設業の現場で働く人
掛け金　日額310円
問い合わせ　建退共岩手支部（☎
019-622-4536）

建退共制度建退共制度

　水田での斑点米カメムシ防除の
農薬が原因と思われる、ミツバチへ
の被害が発生しています。農薬散
布の際は、水稲生産者と養蜂者で
十分話し合い、巣箱を移動するな
ど被害防止に努めましょう。地域の
防除時期などの詳細は、大船渡農
業改良普及センター（☎0192-27-
9918）またはＪＡいわて花巻（大槌
町☎42-7715）へお尋ねください。

問い合わせ　市農林課（☎27-8426）

カメムシ防除の際はミツバチカメムシ防除の際はミツバチ
への被害防止に努めましょうへの被害防止に努めましょう

斑点米カメムシの一種「アカスジカスミカメ」
の成虫

釡石の未来へトライ!!

　市は、東日本大震災からの復興を加速させ、復興後を見据えたまちづ
くりをしていくために活躍する人を募集しています。

市職員採用試験
募集職種、受験資格
※「卒業」は平成31年３月までに卒業見込み
の人を含む

一般事務（高校卒）２人程度
高校を卒業した人で、平成２年４月２日～平
成13年４月１日に生まれた人

一般事務（社会人経験者）１人程度
高校卒業かつ７月31日㈫時点で民間企業な
どの職務経験が10年以上ある人で、昭和48年
４月２日以降に生まれた人
※「民間企業などの職務経験」の考え方につ
いては、お問い合わせください

一般事務（障がい者）１人程度
次の全てに該当する人
・自力で通勤でき、介護者に頼らずに職務を
遂行できる人
・身体障害者手帳または精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている人
・筆記試験と口述の面接試験に対応できる人
・高校卒業程度の学歴がある人で、昭和58年
４月２日～平成13年４月１日に生まれた人

機械　１人程度
大学を卒業した人で、昭和63年４月２日～平
成９年４月１日に生まれた人

建築　１人程度
次のどちらかに該当する人
①大学を卒業した人で、昭和58年４月２日～
平成９年４月１日に生まれた人
②高校卒業かつ１級建築士または２級建築
士の資格がある人で、昭和43年４月２日以降
に生まれた人

第１次試験日　９月16日㈰
会場　岩手沿岸南部クリーンセンター（大字
平田）
申込書類　受験案内と申込書は、市総務課、
各地区生活応援センターで配布する他、市の
ホームページ（http://www.city.kamaishi.
iwate.jp/）からダウンロードできます
※郵送で申込書類を請求する場合は、封筒の
表に「採用試験申込書類請求」と朱書きし、
返信用封筒（角形２号に、205円切手を貼り付
けたもの）を同封の上、送付してください
受付期間　７月17日㈫～８月17日㈮必着
【直接持参する場合】月～金曜日８時30分～
17時15分
【郵送する場合】封筒の表に「採用試験申
込」と朱書きし、返信用封筒（長形３号ま
たは４号に82円切手を貼り付けたもの）を
同封の上、特定記録郵便または簡易書留で送
付してください。後日受験票を返送します

申し込み・問い合わせ　市総務課 職員係　☎ 27-8411　〒026-8686　只越町３-９-13
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住宅再建相談会
日時　７月22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、岩手弁護士会によ
る相談
※「住まいの復興給付金」申請相談
会はありません
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　７月25日㈬、８月８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　８月２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　８月３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　８月７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）
出張年金相談（要予約）
日時　８月９日㈭10時～15時
場所　青葉ビル 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　８月21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）
職場のハラスメント対応特別相談窓口
　専門の相談員が解決のお手伝い
をします。気軽にご相談ください。
内容　①セクシュアルハラスメント、
②マタニティーハラスメント、③パ
ワーハラスメント
問い合わせ　岩手労働局雇用環境・
均等室（①②：☎019-604-3010、
③：☎019-604-3002）
高齢者なんでも相談
　法律や人生、認知症など専門分
野の先生が相談に応じます。
相談時間　月～金曜日９時～17時
相談先　シルバー110番（☎0120-
84-8584）

釡石市の人口と世帯（６月）
男 16,223人（－ 17人）

女 17,914人（－ 32人）

合　計 34,137人（－ 49人）

世　帯 16,654世帯（－26世帯）
※（　）は前月比。

今月の
納　税

【固定資産税２期】
【国民健康保険税１期】
納期限＝７月31日㈫

夜間納税相談窓口
期日　７月27日㈮、30日㈪、31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（８月）
休日 当番医 所在地 電話番号

5 国立釡石病院 定内町 ☎23-7111

11 小泉医院 中妻町 ☎23-5157

12 道又内科小児科医院 大槌町 ☎42-2500

19 堀耳鼻咽喉科眼科医院 只越町 ☎22-1005

26 神林医院 甲子町 ☎23-6635

休日 当番薬局 所在地 電話番号

5 中田薬局小佐野店 小佐野町 ☎21-3355

11 ハロー薬局 中妻町 ☎23-8455

12 ひょっこり薬局 大槌町 ☎27-5220

19 只越調剤薬局 只越町 ☎22-3353

26 中田薬局松倉店 甲子町 ☎23-1230

休日 当番歯科医　※診療時間は9時～12時 所在地 電話番号

5 工藤歯科クリニック 大町 ☎22-6480

12 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎42-8418

19 藤井デンタルクリニック 只越町 ☎27-8841

26 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800

期間　７月21日㈯～８月20日㈪
【正しく使って楽しい花火】
① 燃えやすい物のある場所や風
の強いときは、花火をしないよう
にしましょう
② バケツなどに消火用水を準備
しましょう
③ 一度にたくさんの花火に火を
つけないようにしましょう
④ 必ず大人の人と一緒に遊びま
しょう
【火の取り扱いについて】
　お盆中は、火の取り扱いが多くな
ります。十分注意しましょう。また、
建物周囲には可燃物などを置かな
いよう｢火の用心｣をお願いします。
問い合わせ　釡石消防署（☎22-
2526）

夏季火災予防特別警戒を夏季火災予防特別警戒を夏季火災予防特別警戒を夏季火災予防特別警戒を
実施します実施します実施します

日時　７月21日㈯10時30分～12時
場所　図書館 視聴覚室
内容　本をたくさん借りた児童ら
を表彰する多読賞の授与や絵本の
読み聞かせ、アニメ上映など
問い合わせ　図書館（☎25-2233）

図書館子どもまつりを
開催します

図書館子どもまつりを図書館子どもまつりを
開催します開催します

　准看護師から看護師へ。働きな
がら看護師を目指しませんか。
日時　８月29日㈬14時～16時
場所　放送大学岩手学習センター
（岩手大学内、盛岡市） 
問い合わせ　東北福祉看護学校（☎
022-292-2662、 tfns_sodan@
tfu-ac.net）

東北福祉看護学校東北福祉看護学校
（通信制２年課程）の学校説明会（通信制２年課程）の学校説明会

１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

３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

７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

８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

９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

11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

15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

16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

17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

21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

24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～ 13：15
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 14：55～ 15：20

28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」 ８月巡回日程

図書館　８月の休館日…６日、13日、20日、27日 問い合わせ　図書館（☎25-2233）

　７月16日（月・祝）は「海の日」
です。海の恩恵に感謝し、きれい
な海にしていきましょう。
問い合わせ　釡石市「海の日」実
行委員会事務局（市水産課内☎
27-8427）

「海の日」「海の日」
海をきれいにしましょう海をきれいにしましょう海をきれいにしましょう

　狩猟は、農林業などに被害を与
える有害な鳥獣の個体数を調整す
る重要な役割を果たしています。
ぜひ、この機会に取得してみませ
んか。
日時　９月９日㈰９時～17時
場所　釡石地区合同庁舎
免許種類　わな猟免許、第一種銃
猟免許
申込期間　７月23日㈪～８月24
日㈮
申し込み・問い合わせ　県沿岸広
域振興局保健福祉環境部（☎27-
5523）
【狩猟免許事前講習会】
日時　８月26日㈰８時50分～17時
場所　釡石地区合同庁舎
申し込み・問い合わせ　（公社）岩
手県猟友会（☎019-622-2358）

実施します
狩猟免許試験と事前講習会を狩猟免許試験と事前講習会を狩猟免許試験と事前講習会を

実施実施します実施します

　中小企業のための退職金制度です。
【安全】掛け金の一部を国が助成
【有利】掛け金は全額非課税、手
数料不要
【簡単】外部積立型で管理が簡単
※パートや家族従業員の人も加入
できます
※詳しくはホームページ（http://
chutaikyo.taisyokukin.go.jp/）
をご覧ください
問い合わせ　（独行）勤労者退職金
共済機構 中小企業退職金共済事
業本部（☎03-6907-1234）

（中退共）
中小企業退職金共済制度中小企業退職金共済制度中小企業退職金共済制度

（中退共）（中退共）

　お盆前は便槽のくみ取りの申し
込みが多くなります。希望する人
は、早めにお申し込みください。
申込期限　８月１日㈬
申し込み　釡石清掃企業㈱（☎
23-7520）
問い合わせ　市環境課（☎27-
8453）

お盆前のくみ取りはお盆前のくみ取りはお盆前のくみ取りは
お早めに!!お早めに!!お早めに!!

日時　７月26日㈭18時～20時30分
場所　チームスマイル・釡石PIT 
内容　血管伸展性検査（先着12
人）、講演「2019年をきっかけに
釡石はどうかわりますか」ラグビ
ワールドカップ2019推進本部事
務局 増田久士さん、講演「あな
たの知らない脳の話」国立釡石病
院院長 土肥守さん
参加費　無料
問い合わせ　国立釡石病院（☎23-
7111）

国立釡石病院市民講座国立釡石病院市民講座国立釡石病院市民講座
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