
問い合わせ　市生活安全課 交通政策係　☎27-8451

申し込み・問い合わせ　市働く婦人の家　☎23-2017

No. 科目 定員 日時 持ち物 受講料
（教材費）

１ 常備菜講座パート２
（かんたん煮豚） 16人 ９月26日㈬

10時～12時
エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

２
秋のエコクラフト講
座（初心者向け基本
バッグ）【全２回】

10人
９月27日㈭、
10月４日㈭
10時～12時

ハサミ、木工用ボ
ンド、洗濯ばさみ
30個、おしぼり

800円

３ 自由に練り切り
和菓子づくり講座 10人 ９月30日㈰

10時～12時 エプロン、三角巾 1,000円

４
編物講座（かぎ編み
の波模様ベスト）【全
３回】

15人
10月16日㈫、
23日㈫、30日㈫
10時～12時

かぎ針６号 4,400円

５ 今日から作れるエコ
料理講座 16人 10月19日㈮

10時～12時
エプロン、三角巾
密閉容器 500円

６ 自家製酵母づくり＆
パン講座【全２回】 10人

10月26日㈮、
11月２日㈮
10時～12時

エプロン、三角巾
保存ビン（500ml）
２本、密閉容器

1,400円

７
洋裁講座（直線裁ち
で簡単おしゃれなワ
ンピース）

10人 10月31日㈬
10時～13時

お好みの生地92
㎝巾か112㎝巾を
２ｍ、洋裁道具、
ミシン糸60番

500円

８ 和食料理講座（サバ
の味噌煮など） 16人 11月７日㈬

10時～12時
エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

９ ナタリーのヨガ講座
【夜間コース】 12人 11月17日㈯

18時～20時 タオル、ヨガマッ
ト、水分補給用の
飲み物

無料
10 ナタリーのヨガ講座 12人 11月18日㈰

10時～12時

11 魚介類を使った佃煮講座 16人 11月21日㈬
10時～12時

エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

12 健康食講座（１日の摂取量を知ろう） 16人 11月26日㈪
10時～12時

エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

受講者募集

「釡石市働く婦人の家」後期定期講座
対象　市内在住、在勤の人
場所　市働く婦人の家
申込方法　窓口か電話で、直接本
人がお申し込みください

申込期間　９月６日㈭８時30分～
※各コース先着順
※受講決定後のキャンセルは早め
にご連絡ください

公共交通に関する地区懇談会開催のお知らせ
　市は、公共交通について地域住民の皆さんと意見交換する「地区懇談会」
を開催します。（小佐野地区と栗橋地区は８月に開催しました）

地区 期日 時間 場所
釡石地区 ９月１日㈯ 13時～ 青葉ビル

平田地区 ９月２日㈰ 14時～ 尾崎白浜コミュニティ番屋
15時30分～ 佐須集会所

９月25日㈫ 14時～ 平田集会所
甲子地区 ９月７日㈮ 13時30分～ 甲子公民館
中妻地区 ９月８日㈯ 10時～ 中妻公民館
鵜住居地区 ９月８日㈯ 13時30分～ 鵜住居公民館

唐丹地区 ９月21日㈮
11時～ 荒川集会所
14時～ 本郷地区コミュニティ消防センター
15時30分～ 大石地域交流センター

健康チャレンジポイント対象

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（祝日を除く）
８時30分～17時15分
※事前に予約することで待ち時間
なく相談できます
場所　市役所第５庁舎１階
【９月の専門家相談】
専門家 期日

弁護士  6日㈭、13日㈭、
20日㈭、27日㈭

司法書士  7日㈮、21日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

19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

問い合わせ　釡石地区被災者相
談支援センター（☎0120-836-
730通話料無料、☎080-5734-
5494）

なんでも相談会
日時　９月８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、事業継承や企業
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　９月20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）
障がい者就職相談会（要予約）

日時　10月２日㈫14時～15時30分
場所　釡石地区合同庁舎４階 大会
議室
内容　企業ごとに設置されたブース
を求職者が個別訪問し、就職相談
と情報交換を行います
申込期限　９月25日㈫
申し込み・問い合わせ　釡石公共
職業安定所（☎23-8609）

今月のインフォメーション

　９月９日は「救急の日」です。
突然、心臓や呼吸が止まってし
まった人を救うためには、そばに
居合わせた人が行う心肺蘇生法や
AEDなどの救命処置が最も大切
です。いざという時に備え、救命
処置を覚えましょう。
※９月９日㈰～15日㈯は「救急医
療週間」
問い合わせ　釡石消防署救急係（☎
22-2526）

救急の日救急の日救急の日

日時　９月22日㈯13時～
※雨天決行
場所　銀河の森総合運動公園（遠
野市）
費用　無料
内容　わんわん大運動会、動物の
健康と悩みなんでも無料相談、体
脂肪測定、トリミング相談
※犬の登録と狂犬病予防注射を済
ませてからご参加ください
問い合わせ　（一社）岩手県獣医師
会遠野支会（担当：池上☎090-
1495-1305）

動物ふれあいフェスティバル
2018 in 遠野

動物ふれあいフェスティバル動物ふれあいフェスティバル
2018 in 遠野2018 in 遠野2018 in 遠野

　「在宅ワークで高収入」「悩み
を聞けば収入を得られる」などの
メールが届き、登録料や保証金な
どを請求されるトラブルが発生し
ています。誘導されたサイトに登
録すると、高額な費用を支払った
にも関わらず、業者と連絡が取れ
なくなることがあります。不審な
メールが届いたときは、早めにご
相談ください。
問い合わせ　市消費生活センター
（☎22-2701）

インターネット上の内職やインターネット上の内職やインターネット上の内職や
副業の勧誘トラブルに注意！副業の勧誘トラブルに注意！

　対象者には民生委員を通して案
内状をお届けしています。案内状
が届いていない場合はご連絡くだ
さい。
日時　９月17日（月・祝）10時30分
～11時30分
※荒天時などは10月13日㈯に延期
場所　釡石市民ホールTETTO
対象　77歳（喜寿）の人、88歳（米
寿）の人、90歳（卒寿）の人
問い合わせ　市高齢介護福祉課（☎
22-0178）

す敬老会を開催します敬老会を開催します敬老会を開催します

日時　①９月13日㈭②15日㈯各
日10時～11時
場所　①鵜住居保育園子育て支援
センター②小佐野コミュニティ会館
内容　各施設の特徴、手続き方
法、入園までの準備、園生活の様
子など
対象　平成31年4月に幼稚園、保
育園などへ入園を希望する保護者
申込期限　①９月７日㈮②10日㈪
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

「パパママ講座」知っておきたい「パパママ講座」知っておきたい「パパママ講座」知っておきたい
幼稚園・保育園のあれこれ幼稚園・保育園のあれこれ

　登録していない象牙を売ったり
あげたりすることは違法です。未
登録の象牙をお持ちの人はご連絡
ください。
対象　全形を保持した象牙
※印鑑やアクセサリーなど象牙製
品は登録対象外
問い合わせ　象牙在庫把握キャン
ペーン事務局（☎03-6659-4660）
※土・日曜日、祝日を除く10時
～17時

登録していない象牙を
売ることは違法です
登録していない象牙を登録していない象牙を
売ることは違法です売ることは違法です売ることは違法です

日時　９月16日㈰10時30分～13時
場所　JR釡石駅
内容　機関車と客車の連結・開放
作業見学、客車見学、SL機関車
運転台乗車体験（小学生以上）、
車内放送体験（小学生～中学生）
※運転台乗車体験と車内放送体験
は当日申し込みが必要です（受
付：10時～12時30分）
問い合わせ　市商業観光課（☎
27-8421）

客車
釡石

「SL銀河」機関車・客車「SL銀河」機関車・客車「SL銀河」機関車・客車
一般公開in釡石一般公開in釡石一般公開in釡石

　県は、手入れが行き届いていな
い人工林（スギ、カラマツなど）
を所有者の皆さんに代わって間伐
しています。間伐は森を元気にす
る大事な作業です。皆さんの森の
元気を取り戻し、次の世代に引き
継ぎましょう。
問い合わせ　県沿岸広域振興局農
林部（☎25-2704）

森林所有者の皆さんへ森林所有者の皆さんへ森林所有者の皆さんへ森林所有者の皆さんへ

日時　９月８日㈯10時～16時
場所　釡石大観音仲見世通り
出店　藤勇醸造、NRC、すっぱ
い林檎の専門店、Ce-Café、里見
発見伝、Blua cielo、こもれび、
フリーマーケットなど
※出店者は予告なく変更すること
があります
【流しそうめん（無料）】　全３回、
各回先着30人
問い合わせ　釡石大観音仲見世リ
ノベーションプロジェクト（担当：
宮崎☎090-4857-5693）

ェを
開催します

えんむすびマルシェをえんむすびマルシェをえんむすびマルシェを
開催します開催します開催します

《お詫びと訂正》
　広報かまいし８月15日号11
ページ「保健だより」に「母子
健康手帳の交付日…８月３日、
10日、17日、24日、31日」と
ありますが、正しくは「９月７
日、14日、21日、28日」です。
訂正しお詫びします。
問い合わせ…市広聴広報課（☎
27-8419）

　土砂災害防止法に基づいた基礎
調査を行います。調査の際に、私有
地へ立ち入る場合がありますのでご
理解とご協力をお願いします。
※立ち入る地区へ事前にチラシの
配布などを行います
期間　平成31年３月末まで
対象　市内全域
内容　現地地形の確認
問い合わせ　県沿岸広域振興局土
木部（☎27-5572）

土砂災害防止法基礎調査土砂災害防止法基礎調査

日時　９月29日㈯10時～12時
場所　青葉ビル 活動室２
内容　自然遊びをテーマにした保
護者研修会
対象　３歳程度～小学生がいる保
護者
定員　10人
申込期限　９月27日㈭17時
申し込み・問い合わせ　青葉通り
子どもの相談室（☎080-5737-
1206）

【募集】青葉通り子どもの相談室【募集】青葉通り子どもの相談室【募集】青葉通り子どもの相談室【募集】青葉通り子どもの相談室
「保護者研修会」の参加者「保護者研修会」の参加者
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