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　市内の合唱グループ９団体に加
え、６年ぶりに釡石を訪れる東京荒
川少年少女合唱隊が出演します。
日時　10月７日㈰13時30分開演
場所　釡石市民ホールTETTO
入場料　500円（高校生以下は無
料。ただし、事前に整理券が必要
です）
※入場券・整理券は釡石市民ホー
ルTETTOで取り扱います
問い合わせ　釡石市合唱協会（☎
23-8344）、市生涯学習文化ス
ポーツ課（☎22-8835）

第40回釡石市民合唱祭第40回釡石市民合唱祭
～東京荒川少年少女合唱隊を迎えて～～東京荒川少年少女合唱隊を迎えて～

　道具や餌は無料で貸し出しま
す。釣ったニジマスはその場で塩
焼きにできます。
日時　９月23日（日・祝）10時～
14時
場所　橋野どんぐり広場親水公園
費用　釣り上げたニジマスは１匹
100円で提供
※申し込み不要
問い合わせ　橋野町振興協議会事
務局（☎090-4639-3225）

ニジマス釣り大会を開催しますニジマス釣り大会を開催しますニジマス釣り大会を開催します

　9月22日㈯は「市民一斉清掃の
日」、9月22日㈯～10月21日㈰は
「クリーンアップかまいし月間」
です。ラグビーワールドカップ
2019™開催１年前環境美化推進
事業として実施します。地域の環
境の美化に努めましょう。
問い合わせ　市環境課（☎27-
8453）

秋季「市民一斉清掃の日」と秋季「市民一斉清掃の日」と
「クリーンアップかまいし月間」「クリーンアップかまいし月間」

　地域コミュニティ―活動や各種団
体の会合で、振り込め詐欺の手口
や対策を分かりやすく説明します。
費用　無料
申し込み・問い合わせ　東北財務
局盛岡財務事務所（☎019-625-
3353）

金融犯罪未然防止のための金融犯罪未然防止のための
出前講座を行っています出前講座を行っています

　新しい被保険者証は、９月下旬
に住民登録している住所に郵送し
ます。なお、次の場合は市市民課
国保年金係または各地区生活応援
センター（釡石地区を除く）で手
続きをしてください。
①勤め先の社会保険などに加入し
ているにもかかわらず国民健康保
険被保険者証が届いた場合…持参
するもの：社会保険などの保険証
または資格取得証明書、印鑑
②マル学の被保険者証をお持ちの
場合…持参するもの：在学証明
書（原本）または学生証（写し
可）、印鑑
※国民健康保険税を滞納している
世帯で「資格証明書」「短期被保
険者証」に該当する場合は、個別
にご案内します
問い合わせ　市市民課（☎27-8450）

国民健康保険被保険者証は
10月１日に更新されます
国民健康保険被保険者証は国民健康保険被保険者証は
10月１日に更新されます10月１日に更新されます

日時　10月２日㈫13時30分～15
時30分
場所　NPO法人かだっぺし（小
川町１-４-370）
対象　18歳以上の引きこもり状
態にある人の家族
内容　活動の場“かだっぺし”の見
学、話し合い
費用　無料
申込期限　９月28日㈮
申し込み・問い合わせ　釡石保健
所（☎25-2710）

第２回「ひきこもり家族の集い」第２回「ひきこもり家族の集い」
を開催しますを開催します

　発煙・発火の恐れがあるため、
ＴＤＫ㈱が製造販売したスチーム
型加湿器（4機種）が、リコール
対象製品となっています。
　お持ちの加湿器のメーカー名・
型番をご確認の上、製品回収への
ご協力をお願いします。
リコール対象製品

問い合わせ　ＴＤＫ㈱加湿器お客
様係（☎0120-604-777　受付時
間：9時～19時）

ＴＤＫ製の加湿器リコールのＴＤＫ製の加湿器リコールの
お知らせお知らせ

　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
　市都市計画課　☎27-8435（②のみ）

　全国の皆さんからいただいた桜の苗木を、釡石鵜住居復興スタジ
アムの完成を記念して植樹します。どなたでも参加できます。
◆持ち物…用具（軍手、スコップなど）、飲料
◆服装…動きやすい服装、長靴など
①釡石鵜住居復興スタジアム完成記念植樹会
●日時　9月29日㈯9時～10時（受付：8時30分～）
●集合場所　釡石鵜住居復興スタジアムメインスタンド中央ステージ
※ 10時からスタジアム見学ガイドツアーを実施します。引き続き、
ご参加ください
※ 14時からクライスト・カレッジ高校（ニュージーランド）対岩手県
Ｕ17次期国体選抜チームのラグビーの試合を行います。観戦は自
由です
※当日は、スタジアム観客席を昼食場所として開放します
②愛の浜植樹会
●日時　9月29日㈯9時～10時（受付：8時30分～）
●集合場所　水海総合公園（愛の浜）駐車場

植樹イベントを開催します
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日時　９月30日㈰10時～18時30分
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　①東日本震災復興応援秋
祭り:カラオケ大お楽しみ会、新
舞踊、キッズダンス、一輪車パ
フォーマンス、餅つきなど ②釡
石復興音楽祭:アマチュアバンド
によるコンサートなど
入場料　無料
カラオケ大お楽しみ会参加者募
集…９月28日㈮までに住所、氏
名、電話番号、曲目を電話で市地
域づくり推進課（☎27-8454）、は
まゆり歌謡クラブ（担当：小笠原☎
22-0189）へ

VOL.７を開催します
東日本震災復興応援秋祭り東日本震災復興応援秋祭り東日本震災復興応援秋祭り
VOL.７を開催しますVOL.７を開催します

　乳がんは自分で見つけることの
できる数少ない「がん」です。乳
がん検診の対象は40歳以上です
が、40歳未満の人も実際に乳房
の模型に触れて、自己触診法を学
んでみませんか。自分の乳房の変
化に気付くことが早期発見につな
がります。子宮がんについての講
話もあります。
日時・場所　10月９日㈫①10時
30分～11時30分、小佐野コミュ
ニティ会館②14時～15時、平田
集会所
対象　市内在住の女性
講師　岩手県対がん協会保健師
申込期限　10月２日㈫
※各会場、託児を設けます。希望
する人は、申し込みの際にお伝え
ください
申し込み・問い合わせ　①小佐
野地区生活応援センター（☎23-
5037）②平田地区生活応援セン
ター（☎26-7655）

【募集】乳がん【募集】乳がん
自己触診法教室参加者自己触診法教室参加者

　船舶所有者、船員の皆さんは各
船で安全衛生について点検し、災
害、疾病の撲滅に積極的に取り組
みましょう
スローガン「確認しましょう２度、
３度　笑顔で家族に会うために」
問い合わせ　東北運輸局岩手運輸
支局宮古庁舎（☎0193-62-3500）

９月は船員労働安全衛生月間９月は船員労働安全衛生月間９月は船員労働安全衛生月間

日時　９月29日㈯10時～11時30分
見学場所　鵜住居川水門、片岸海
岸防潮堤（現地集合）
定員　先着30人
※天候などにより、中止になる場
合があります（小雨決行）
※汚れの気にならない服装、靴で
ご参加ください
申し込み・問い合わせ　県沿岸広
域振興局土木部復興まちづくり課
（☎27-5574　 BI0005@pref.
iwate.jp）

【募集】鵜住居川水門・片岸海岸防潮【募集】鵜住居川水門・片岸海岸防潮【募集】鵜住居川水門・片岸海岸防潮
堤災害復旧工事の現場見学会参加者堤災害復旧工事の現場見学会参加者

日時　10月10日㈬14時～15時30分
場所　特別養護老人ホームアミー
ガはまゆり（小佐野町）
内容　無理のない姿勢で介護する
方法（実技講習）
費用　無料
申込期限　10月５日㈮
申し込み・問い合わせ　はまゆり
在宅介護支援センター（担当：小
山 ☎25-0650）

【募集】【募集】
「介護講座」参加者「介護講座」参加者「介護講座」参加者

日時　９月20日㈭15時
場所　釡石保健所犬抑留所（鵜住
居町２-44-７）
※申し込み不要
問い合わせ　釡石保健所（☎27-
5523）

動物慰霊祭を開催します動物慰霊祭を開催します動物慰霊祭を開催します

【スポーツ交流会】
日時　９月29日㈯9時30分～20時
30分
内容　バウンドテニス、卓球、バ
ドミントン
【各自主グループの舞台発表会】
日時　10月６日㈯13時～16時
内容　合唱や民舞踊、太極拳など
問い合わせ　市働く婦人の家（☎
23-2017）

す
働く婦人の家まつりを働く婦人の家まつりを働く婦人の家まつりを

開催します開催します開催します

　「明治日本の産業革命遺産」世
界遺産登録３周年記念事業とし
て、橋野鉄鉱山周辺の森林を後世
に残すため、スギの枝打ち作業な
どを行います。
日時　10月13日㈯10時～11時30分
場所　橋野鉄鉱山一番高炉東側
（橋野第一国有林）
対象　小学４年生以上
定員　20人程度
申込期間　９月18日㈫～10月５
日㈮
申し込み・問い合わせ　市世界遺
産課（☎22-8846）

【募集】「橋野鉄鉱山稼働時代【募集】「橋野鉄鉱山稼働時代
の森づくり育樹祭」参加者の森づくり育樹祭」参加者の森づくり育樹祭」参加者

　保育士の再就職について、コー
ディネーターや同じ思いを持つ皆
さんと話してみませんか。保育士
の仕事に関する情報提供も行いま
す。ブランクのある人やお子さん
連れも歓迎です。
日時　10月４日㈭10時30分～12時
場所　上中島こども園
対象　保育士資格を持ち、現在、
保育士として働いていない人
費用　無料
申込期限　10月３日㈬
申し込み　岩手県社会福祉協議会
（担当：山田☎019-637-4544）

【募集】【募集】
ほいくしカフェ参加者ほいくしカフェ参加者
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岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　９月26日㈬、10月10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）

住宅再建相談会
日時　９月30日㈰10時～12時30
分、13時30分～16時
場所　青葉ビル 研修室
内容　公的支援制度の説明、住宅融
資、住宅再建関係、弁護士相談など
※今回は「住まいの復興給付金」申
請相談はありません
問い合わせ　市生活支援室（☎22-
1171）
公証相談会（土日は要予約）

　10月１日～７日の公証週間に合わ
せて開催します
日時　10月１日㈪～７日㈰9時30分
～16時
場所　①盛岡公証人合同役場（☎
019-651-5828）②宮古公証役場
（☎0193-63-4431）③一関公証役
場（☎0191-21-2986）④花巻公証
役場（☎0198-23-2002）
内容　契約や遺言の公正証書の作
成。電話相談も受け付けます
問い合わせ　各公証役場へ

公証相談（要予約）
日時　10月４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　10月５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）

合同労働相談会（要予約）
日時　10月６日㈯10時～15時※受
け付けは14時まで
場所　アイーナ（盛岡市）
内容　パワハラ、退職、解雇など労
働問題全般の相談
対応　弁護士、社会保険労務士など
申し込み　岩手県労働委員会（☎
0120-610-797）
※電話相談…同日９時～16時　岩手
労働局（☎019-604-3002）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　10月16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）

全国一斉！法務局休日相談所
～復興支援～（要予約）

日時　10月７日㈰10時～16時
場所　①盛岡地方法務局本局（☎
019-624-9861）②同法務局花巻
支局（☎0198-24-8311）③同法務
局宮古支局（☎0193-62-2337）④
大船渡市市民交流館カメリアホール
（問い合わせは同法務局水沢支局
☎0197-24-0511）
内容　登記、相続、戸籍、供託、近
隣、法律問題などの困りごと全般
申し込み　同法務局本局、各支局へ

出張年金相談（要予約）
日時　10月11日㈭10時～15時30分
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

交通事故相談（要予約）
日時　10月23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）

釡石市の人口と世帯（８月）
男 16,185人（－ 26人）
女 17,870人（－ 6人）
合　計 34,055人（－ 32人）
世　帯 16,634世帯（＋ １世帯）

※（　）は前月比

今月の
納　 税

【国民健康保険税３期】
納期限＝10月１日㈪

夜間納税相談

期日　９月26日㈬、27日㈭、28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）

休日納税相談

期日　９月30日㈰
時間　９時～15時
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（10月）
休日 当番医 所在地 電話番号
7 藤井クリニック 只越町 ☎27-8857
8 釡石のぞみ病院 大渡町 ☎31-2300
14 釡石ファミリークリニック 大渡町 ☎31-1616
21 小笠原内科クリニック 上中島町 ☎25-2580
28 植田医院 大槌町 ☎42-2130
休日 当番薬局 所在地 電話番号
7 ツルハドラッグ釡石店 只越町 ☎31-2268
8 おおぞら薬局 大渡町 ☎31-2030
14 はまゆり調剤薬局 大渡町 ☎24-3671
21 中田薬局上中島店 上中島町 ☎21-2050
28 つくし薬局本店 大槌町 ☎42-8500
休日 当番歯科医　※診療時間は9時～12時 所在地 電話番号
7 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎29-1222
14 鈴木歯科医院 中妻町 ☎23-5908
21 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311
28 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315

２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

３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

４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

５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

10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

11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

12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

17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

18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

19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

20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

26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」 10月巡回日程

図書館　10月の休館日…１日、８日、９日、15日、22～26日、29日 問い合わせ　図書館（☎25-2233）

　10月１日の「法の日」を記念
して開設します。
日時　10月１日㈪10時～15時
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　不動産・商業登記手続きの
代理、訴訟書類の作成について
※電話相談…☎019-652-9350
問い合わせ　岩手県司法書士会
（☎019-622-3372）

司法書士無料法律相談司法書士無料法律相談司法書士無料法律相談

対象　岩手県沿岸12市町村に所在
し、国または自治体の補助金・融
資事業などを活用している事業所
助成内容　①求職者を雇用した場
合、１人当たり3年間で最大120
万円を助成　②雇い入れに先立っ
て住宅支援の導入などを行った場
合、１年間で最大240万円を助成
申請期限　平成31年１月31日㈭
問い合わせ　県事業復興型雇用創
出助成金事務センター（☎019-
601-5263）

事業主の皆さんへ　雇用確保事業主の皆さんへ　雇用確保
の助成金申請を受け付けますの助成金申請を受け付けます

日時　９月29日㈯10時～16時
場所　①岩手県司法書士会館（盛
岡市）②イオンスーパーセンター
一関店③大船渡市防災観光交流セ
ンター
※電話相談…☎0120-823-815
（通話料無料）、☎019-623-3355
問い合わせ　岩手県司法書士会
（☎019-622-3372）

女性のための女性司法書士に女性のための女性司法書士に女性のための女性司法書士に女性のための女性司法書士に
よる無料法律相談会よる無料法律相談会

日時　10月1日㈪10時～15時
場所　Nanak（盛岡市）
内容　相続、遺言、土地の活用、
各種事業の許可申請など
※電話相談…同日10時～16時☎
019-623-1555　 
問い合わせ　岩手県行政書士会事
務局（☎019-623-1555）

の無料相談
行政書士による暮らしと事業行政書士による暮らしと事業

の無料相談の無料相談

日時　9月30日㈰14時～16時
場所　ふれあいランド岩手（盛岡市）
内容　駒ヶ嶺リウマチ整形外科ク
リニック院長駒ヶ嶺正隆さんの講
演と相談会
問い合わせ　（公社）日本リウマチ
友の会岩手支部（担当：小田嶋☎
080-1828-1962）

第40回リウマチ医療講演会・第40回リウマチ医療講演会・第40回リウマチ医療講演会・
相談会（無料）相談会（無料）相談会（無料）

　新庁舎建設への基本設計業務な
どに応募のあった４者からの技術
提案について、プレゼンテーショ
ンならびにヒアリングを公開で開
催します。
日時　９月26日㈬10時30分～14
時30分
場所　チームスマイル・釡石PIT
問い合わせ　市新市庁舎建設推進
室（☎27-8429）

新庁舎基本設計等業務委託者選定プロ
ポーザルに係る公開プレゼンテーョン
新庁舎基本設計等業務委託者選定プロ新庁舎基本設計等業務委託者選定プロ
ポーポーザルに係る公開プレゼンテーョンポーザルに係る公開プレゼンテーョン
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