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　市は釡石魚河岸にぎわい館運営
委員会を発足し、同館の運営に必
要な事項を協議する委員を募集し
ます。
募集人数　１人
※応募多数の場合は書類選考の
上、結果を10月17日㈬までに本
人にお知らせします
応募資格　市内在住、在勤の18
歳以上の人で同館の運営などにつ
いて関心のある人
応募方法　市のホームページから
応募用紙をダウンロードし、メー
ルまたはFAXで提出
募集期限　10月10日㈬
申し込み・問い合わせ　市商業
観光課（☎27-8421、FAX22-
2762、  kankou@city.kamaishi.
iwate.jp）

【募集】釡石魚河岸にぎわい館
運営委員

　（独行）国際協力機構（JICA）
は、2018年度秋のボランティア
を募集します。
対象　日本国籍を持つ次の人
①青年海外協力隊、日系社会青年
ボランティア＝20歳～39歳②シニ
ア海外ボランティア、日系社会シ
ニアボランティア＝40歳～69歳
募集期限　11月１日㈭
申し込み・問い合わせ　JICA東北
（☎022-223-4772）またはJICA
東北のホームページ（ht tps : //
www.jica.go.jp/tohoku/）へ

【募集】
JICAボランティア

　鵜住居駅前地区に整備する、釡
石祈りのパーク、いのちをつなぐ未
来館（津波伝承施設）、鵜の郷交
流館（観光交流拠点施設）、駐車
場、広場を一括して管理する指定
管理者を募集します。
申込期限　10月29日㈪17時
【申請予定者向け説明会】
日時　10月５日㈮10時～11時
場所　市役所水産課２階会議室
（プレハブ）
※施設概要や提出書類など詳しく
は市のホームページをご覧ください
申し込み・問い合わせ　市総合政
策課震災検証室（☎27-8413）

【募集】鵜住居駅前地区
公共施設の指定管理者

　ゲートキーパーは悩んでいる
人に気付き、声を掛け、話を聴い
て、必要な支援につなげ、見守る
人です。「気付き」「声掛け」「話
を聴く」「つなぎ・見守り」のポイ
ントを学びます。
日時　11月３日㈯①13時～15時
20分ゲートキーパー養成講座②
15時30分～16時30分ゲートキー
パーフォローアップ研修
場所　中妻公民館
講師　秋田大学大学院准教授佐々
木久長さん
対象　①高校生以上の市民②過去
にゲートキーパー養成講座を受講
した人
定員　各先着30人程度
申し込み　市健康推進課（☎22-
0179）
問い合わせ　釡石青い空の会（目
時さん☎27-3168）

ゲートキーパー養成講座を
開催します

　市は「市勢功労者表彰式」を11
月下旬に行います。公益の進展に
尽くし、特に功労が顕著であると
思われる市民の規範となるような
篤
とっこう
行者候補（個人、団体）を推薦

してください。
推薦方法　推薦用紙を市総務課秘
書係へ提出
※推薦用紙は同課や各地区生活応
援センターで配布する他、市の
ホームページからダウンロードで
きます
推薦期限　10月12日㈮
申し込み・問い合わせ　同課（市
役所第１庁舎２階、☎22-2111、
内線111）

市勢功労者候補を
推薦してください

　（公財）児童育成協会では、子ど
もたちを応援する標語や、子ども
たちからの未来に向けたメッセー
ジとなる標語を募集します。
応募方法　はがきかFAXに標語を
書いて同協会へ提出
募集期限　10月20日㈯消印有効
申し込み・問い合わせ　同協会事
業部標語募集係（〒150-0011東
京都渋谷区東２-22-14ロゼ氷川
ビル６階、☎03-3498-4592、
FAX03-3797-5676）

【募集】
児童福祉週間の標語

日時　11月３日㈯11時～12時
場所　（一社）三陸駒舎（橋野町
9-44-7）
内容　ホースセラピーをとおした
親子交流
対象　おおよそ３歳から小学生ま
での子どもとその保護者
定員　先着10組
申込期限　10月26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・親子交流会

　フロントプロジェクト３として
魚河岸地区に整備している、釡石
魚河岸にぎわい館の指定管理者を
募集します。
申込期限　10月29日㈪17時
【申請予定者向け説明会】
日時　10月５日㈮11時～12時
場所　市役所水産課２階会議室
（プレハブ）
※施設概要や提出書類など詳しく
は市のホームページをご覧ください
申し込み・問い合わせ　市商業観
光課（☎27-8421）

【募集】釡石魚河岸
にぎわい館の指定管理者

　伊能忠敬没後200年を記念し、
古代から昭和にかけての唐丹の歴
史にまつわる資料を展示します。
期間　10月８日（月･祝）までの９
時30分～16時
場所　唐丹児童館２階
問い合わせ　唐丹地区生活応援セ
ンター（☎55-2111）

本当にスゴイ
唐丹の歴史資料展
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交通規制時間
９時～17時

交通規制区間
（指定車両以外進入禁止）
交通規制区間
（指定車両以外進入禁止）
通行止め通行止め
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“Hello”から始まる接客英語 英語deおもてなし講座2018 参加者募集‼

スタジアム周辺に交通規制がかかります

　市は、来年、釜石でも開催されるラグビーの世界一
を決める大会に、海外から観戦に来た人にも、釜石
の食や文化を堪能してもらうため、接客英語講座
を開講します。多数の参加をお待ちしています。
 内容　釜石で試合をするチームのお国事情の紹介、
接客英語、各業種での「あるある」など

飲食店
日時　①10月31日㈬、②11
月5日㈪各日14時～15時30分
（受付13時30分～）
場所　①釜石情報交流セン
ター２階会議室、②市教育セ
ンター５階岩手大学釜石教室

交通機関
日時　11月8日㈭14時～15時
30分（受付13時30分～）
場所　市教育センター５階岩
手大学釜石教室

スーパー、小売・物産店
日時　11月14日㈬17時30分
～19時（受付17時～）
場所　釜石情報交流センター
２階会議室

参加費　無料
対象者　各業種関係者やインバウンドに関心があ
る人
募集期間　10月１日㈪～26日㈮17時
申込方法　電話またはメールで①店舗名②氏名③
電話番号④希望する研修をお知らせください

　10月７日㈰は、会場周辺に交通規制がか
かります。観客輸送バスと関係車両以外は規
制区間へ乗り入れできません。また、会場周
辺には駐車場がありませんので、シャトルバ
スや公共交通機関をご利用ください。規制区
間外への路上駐車や無断駐車もご遠慮くださ
い。ご協力をお願いします。
　シャトルバスの詳細は県ラグビーワールド
カップ2019推進室のホームページ（http://
www.pre f. iwate . jp /spor ts /54528/
54549/067380.html）をご覧ください。
■シャトルバスのご案内（無料・予約不要）
① 釜石市民ホール（１年前イベント会場）付近
② 平田パーク＆バスライド駐車場
③ 大槌パーク＆バスライド駐車場
※②、③の駐車場は有料（１台1,000円・現地支
払い）です。駐車場の場所は広報かまいし７月
15日号６ページをご覧ください
■岩手県交通㈱路線バスを利用する場合
釜石鵜住居復興スタジアムへは「寺前」バス
停で乗降してください

10月７日　ジャパンラグビー公式戦 in 釜石鵜住居復興スタジアム

申し込み・問い合わせ　ノース・リンク（担当︓中村☎090-
6124-1450、✉northlink.training@gmail.com）

コカ・コーラレッドスパークス

釜石シーウェイブスRFC

キヤノンイーグルス

NTTドコモレッドハリケーンズ

トップリーグ

トップチャレンジリーグ

VS 11時30分 キックオフ

VS 14時 キックオフ

　新しい釜石鵜住居復興ス
タジアムで公式戦ができ、大
変光栄です。地域の皆さん
の「心を繋ぐ」試合をしたい
と思いますので、ぜひ会場
に足を運んでください。

MESSAGE釜石シーウェイブスRFC監督 桜庭吉彦さん

RWC2019™Let’s do it! 大会開催
まであと354日
釡石会場
キックオフまであと359日いよいよ来年開催されるラグビーワールドカップ2019™

日本大会に向けて、情報を発信していきます。
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［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
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