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　子どもの頃を思い出し、親子で
自然の中で遊んでみませんか。
日時　11月11日㈰10時～11時
（受付９時45分～）
場所　こすもす公園（荒天の場合
は公園内ログハウス）
対象　就学前の子どもと保護者
参加料　無料
持ち物・服装　飲み物、汚れても
いい動きやすい服装・靴、雨具
（雨天の場合）
申込期限　11月７日㈬
申し込み・問い合わせ　市子ども課
（☎22-5121）

体験かまいし森のようちえん2018体験かまいし森のようちえん2018
を開催しますを開催します

日時　10月27日㈯①10時～②14
時～※小雨決行。申込不要
集合場所　橋野高炉跡史跡内大門
前（駐車場は橋野鉄鉱山インフォ
メーションセンター）
内容　二番高炉の覆

おおいや
屋遺構と廃

はい
滓
さい

場
ば
跡、出土遺物（れんが、銭、銭

竿など）
問い合わせ　市世界遺産課（☎22-
8846）

国史跡橋野高炉跡の国史跡橋野高炉跡の
発掘調査現地説明会を開催します発掘調査現地説明会を開催します

日時　10月22日㈪13時30分～16
時30分（受付13時）
場所　釡石・大槌地域産業育成セ
ンター２階
対象　介護の仕事に就職、転職を
希望する人や関心のある人
申込方法　(社福)岩手県社会福祉
協議会へFAXまたはメールでお
申し込みください
※当日参加も可能です
申し込み・問い合わせ　同協議
会福祉人材センター（担当：山口
☎080-1651-6204、FAX31-
1400、 c-yamaguchi-shakyo@
mopera.net）

福祉のおしごと合同就職面談会福祉のおしごと合同就職面談会
を開催しますを開催しますを開催します

区画数　９区画（①普通墓地８区
画、②自由墓地１区画）
区画使用料　①45万円（４㎡）、②
56万2,500円（５㎡）
年間管理料　①2,440円、②3,050円
応募資格　市内に住民登録または
本籍がある人
※現在、大平墓園に墓地を所有し
ている世帯は除きます
申込期間　11月１日㈭～12月７
日㈮
申込書　市生活安全課、各地区生
活応援センターで配布する他、市
のホームページからもダウンロー
ドできます
決定方法　抽選で決定
【抽選会】
日時　12月24日（月・祝）14時
場所　釡石市民ホールTETTO 
ホールＢ
申し込み・問い合わせ　市生活安
全課（☎27-8451）

【募集】【募集】
大平墓園区画使用者大平墓園区画使用者大平墓園区画使用者

　平成31年３月31日の任期満了
に伴い農業委員などを募集します
募集人数　①農業委員10人②農
地利用最適化推進委員５人
募集期間　11月15日㈭～12月14
日㈮
※詳しくは、広報かまいし11月
１日号などでお知らせします
問い合わせ　市農業委員会事務局
（☎22-0166）

【募集】【募集】
市農業委員会委員など市農業委員会委員など

　地域の福祉活動に直接使用する
機器などの購入経費を助成します。
対象　地域の福祉向上に取り組
む県内のボランティア、NPO団
体、自治会などの住民グループ
事業期間　平成31年４月～翌年
３月
助成額　１万～20万円
申請期限　11月30日㈮
申し込み　申請書を(社福)釡石市
社会福祉協議会（市保健福祉セン
ター８階）へ提出
※申請書様式など詳しくは(社福)
岩手県共同募金会のホームページ
をご覧ください
問い合わせ　岩手県共同募金会
（☎019-637-8889）

【募集】福祉のまちづくり支【募集】福祉のまちづくり支
援事業の対象団体援事業の対象団体

日時　①10月17日㈬②18日㈭③
19日㈮、いずれも13時30分～16時
場所　①中妻地区生活応援セン
ター②市消費生活センター③唐丹
地区生活応援センター
内容　国、県、市町村、独立行政
法人などの仕事に関して困ってい
ることの相談を無料で受け付け
問い合わせ　市総務課（☎27-
8411）

10月15日～21日は行政相談週間10月15日～21日は行政相談週間
行政相談所を開設します行政相談所を開設します

問い合わせ　橋野町振興協議会事務局　☎090-4639-3225
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無料バス運行表（行き）
時間 主な通過バス停
９：50 洞泉雇用促進住宅前
９：55 松倉駅前
10：00 小佐野駅前
10：05 昭和園前
10：10 釡石駅前
10：15 天神町
10：25 新川原
10：35 砂子畑
10：40 上栗林
※帰りのバスは、橋野どんぐり広場を
13時に出発

～はしの四季まつり～
第14回水車まつりを開催します

無料のバスを運行します
　会場まで黄色の貸し切りバスを運行し
ます。利用する人は、11月２日㈮17時
までに㈱岩手旅行社（☎31-1300）へ
申し込んでください。
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　宮古高校通信制への入学を考え
ている中・高校生とその保護者を
対象に、説明会を開催します。詳
しくは同高校のホームページをご
覧ください。
日時　11月10日㈯13時30分～14
時30分
※説明会後、希望者には個別面談
を行います
申込期限　10月26日㈮
申し込み・問い合わせ　同校通信制
（☎0193-63-7428）

県立宮古高校通信制説明会県立宮古高校通信制説明会県立宮古高校通信制説明会県立宮古高校通信制説明会
を開催しますを開催しますを開催します

日時　10月28日㈰14時～15時30分
場所　宝来館
内容　「女性の視点、これから生
き残るために」をテーマに、宝来
館女将岩崎昭子さんとNPO法人
サンガ岩手前理事長吉田律子さん
による対談、来場者との意見交換
問い合わせ　ANE-SUN事務局
（担当：熊坂☎0193-62-5954）

ラグビーワールドカップ応援対談ラグビーワールドカップ応援対談
を開催しますを開催します

　宝くじの収益金は市町村の明る
く住みよいまちづくりに使われて
います。
販売期間　10月23日㈫まで
抽選　10月30日㈫
※１枚300円
問い合わせ　岩手県市町村振興協
会（☎019-651-3461）

ハロウィンジャンボ宝くじを
販売

ハロウィンジャンボ宝くじをハロウィンジャンボ宝くじを
販売販売販売

　児童生徒の学習活動を公開しま
す。ご自由に参観ください。
期間　10月23日㈫～27日㈯
※25日㈭、27日㈯は本校舎のみ
場所　本校舎、高等部
受付時間　９時30分～11時30分
※学部により終了時間が異なります
問い合わせ　県立釡石祥雲支援学
校（☎23-0663）

「第２回学校へ行こう週間」
県立釡石祥雲支援学校県立釡石祥雲支援学校県立釡石祥雲支援学校

「第２回学校へ行こう週間」「第２回学校へ行こう週間」

　事業に参加している間は、代わり
のヘルパーを無料で派遣します。
日時　11月７日㈬10時30分～15時
場所　宝来館
※バス送迎します
対象　要介護２以上の高齢者を介
護している65歳以上の人
定員　20人程度
参加料　無料
申込期限　10月26日㈮
申し込み・問い合わせ　釜石市社
会福祉協議会指定居宅介護支援事
業所（☎31-1400）またはお近
くの居宅介護支援事業所へ

ほっと一息リフレッシュ事業を開催します
家族介護者交流支援事業家族介護者交流支援事業

ほっと一息リフレッシュ事業を開催しますほっと一息リフレッシュ事業を開催します

　市は、平成31年４月に市内各
小学校に入学する子（平成24年
４月２日から平成25年４月１日
生まれ）の健康診断を11月に実
施します。対象となる子は必ず受
診してください。日程などは、市
学校教育課からお知らせします。
問い合わせ　同課（☎22-8833）

健康診断を実施します
平成31年４月入学児童の平成31年４月入学児童の平成31年４月入学児童の
健康診断を実施します健康診断を実施します

　（公財）いきいき岩手支援財団
は、高齢者が住み慣れた地域で安
心して自分らしく生活していくた
めのセミナーを開催します。
日時　11月12日㈪13時～15時40分
場所　アイーナ（盛岡市）
内容　アナウンサーの大塚富夫さ
んによる講演など
定員　先着500人
参加料　無料
申込期限　10月22日㈪
申し込み・問い合わせ　岩手県高
齢者総合支援センター（☎019-
625-7490、FAX019-625-7494）

高齢者のための権利擁護セミナー高齢者のための権利擁護セミナー
を開催しますを開催します

　図書館は、蔵書点検を10月２
日㈫から28日㈰まで行います。
期間中、一部図書の貸し出しがで
きない場合があります。また、次
の日程で臨時休館します。
臨時休館　10月23日㈫～26日㈮
※移動図書館は除く
問い合わせ　同館（☎25-2233）

蔵書点検と臨時休館の蔵書点検と臨時休館の
お知らせお知らせ

　甲子川河口部の水門工事の現場
見学会を開催します。参加費は無
料で、どなたでも参加できます。
日時　10月27日㈯10時～11時30分
場所　甲子川水門（現地集合）
※集合場所は申し込みした人にお
知らせします
定員　先着30人
申込方法　県沿岸広域振興局土木
部復興まちづくり課へ、電話また
はメールでお申し込みください
※天候などにより中止する場合が
あります（小雨決行）
※工事現場を見学しますので、汚
れの気にならない服装・靴で参加
してください
申し込み・問い合わせ　同課（☎
27-5574、 BI0005@pref.
iwate.jp）

甲子川水門工事の現場見学会甲子川水門工事の現場見学会甲子川水門工事の現場見学会甲子川水門工事の現場見学会
を開催しますを開催します

　県内には、さまざまな理由から
元の家庭で暮らすことができなく
なった子どもたちがたくさんいま
す。そのような子どもたちを自宅
に迎え、養育をする人が里親で
す。里親に興味がある人は最寄り
の児童相談所にご相談ください。
問い合わせ　岩手県宮古児童相談
所（☎0193-62-4059）

求める子どもたちのための制度です
里親制度は健やかな育ちの場を里親制度は健やかな育ちの場を
求める子どもたちのための制度です求める子どもたちのための制度です

日時　10月28日㈰６時～９時
場所　大渡橋周辺
内容　地元の農水産物や加工品の
お店が多数出店。ご飯茶碗を持参
した人には、ご飯を無料提供。そ
のご飯にお店で買ったおかずをの
せて「釡石のっけ丼」を作ること
ができます
問い合わせ　釡石はしのうえ朝市
実行委員会（☎080-4519-9345、
９時～15時）

釡石はしのうえ朝市
を開催します

釡石はしのうえ朝市釡石はしのうえ朝市
を開催しますを開催します
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住宅再建相談会
日時　10月28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、住宅融資、住
宅再建関係、弁護士相談、「住まいの
復興給付金」申請相談など
問い合わせ　市生活支援室（☎22-
1171）※次回は11月25日㈰に鵜住
居地区生活応援センターで行います
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　10月24日㈬、11月14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　11月１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）

無料調停相談会
日時　11月11日㈰10時～15時30
分（受付終了15時）
場所　釡石情報交流センター２階
内容　交通事故、土地建物、金銭、公
害、家庭の問題（離婚、親権、養育費な
ど）への調停手続き利用の相談
問い合わせ　釡石簡易裁判所（☎22-
1824）

人権相談（要予約）
日時　11月２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）

出張年金相談（要予約）
日時　11月８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　基礎年金番号が分かる
ものを用意し、宮古年金事務所（☎
0193-62-1963）で電話受け付け
身体障がい者巡回相談（要予約）
日時　11月16日㈮13時30分～16
時（受付は14時まで）
場所　市保健福祉センター９階
対象　肢体不自由のため身体障害
者手帳の交付を受けている人
内容　義肢、装具、車いすなどの交
付と修理の要否や適合判定
※診断料、相談料は無料です
申込期限　11月６日㈫
申し込み・問い合わせ　市地域福祉
課（☎22-0177）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　11月20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）

釡石市の人口と世帯（９月）
男 16,141人（－ 44人）

女 17,836人（－ 34人）
合　計 33,977人（－ 78人）
世　帯 16,600世帯（－34世帯）

※（　）は前月比

今月の
納　 税

【市県民税３期】
【国民健康保険税４期】
納期限＝10月31日㈬

休日納税相談
期日　10月28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）

夜間納税相談
期日　10月29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（11月）
休日 当番医 所在地 電話番号
3 久喜神経内科歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
4 釡石しょうけいクリニック 甲子町 ☎27-8571
11 堀耳鼻咽喉科眼科医院 只越町 ☎22-1005
18 道又内科小児科医院 大槌町 ☎42-2500
23 小泉医院 中妻町 ☎23-5157
25 神林医院 甲子町 ☎23-6635
休日 当番薬局 所在地 電話番号
3 つくし薬局釡石中妻店 中妻町 ☎55-5641
4 アクト調剤薬局 甲子町 ☎27-7001
11 只越調剤薬局 只越町 ☎22-3353
18 ひょっこり薬局 大槌町 ☎27-5220
23 ハロー薬局 中妻町 ☎23-8455
25 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
4 歯科福成医院 新町 ☎25-0105
11 かっし歯科医院 甲子町 ☎25-2785
18 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
25 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182

日時　11月７日～平成31年３月
20日の毎週水曜日、19時～20時
30分（１月２日を除く全19回）
場所　市身体障害者福祉センター
定員　10人程度
内容　手話奉仕員として必要な手
話の基礎を学びます
費用　3,000円程度（テキスト代）
申込期限　11月１日㈭
申し込み・問い合わせ　同セン
ター（☎23-1630）

「入門過程」受講者
【募集】手話奉仕員養成講座【募集】手話奉仕員養成講座【募集】手話奉仕員養成講座

「入「入門過程」受講者「入門過程」受講者

訓練期間　12月４日㈫～2019年
５月31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　11月９日㈮まで
申し込み　ハローワークに備え付
けの申込用紙に記入の上ハロー
ワークへ提出
問い合わせ　ポリテクセンター岩手
遠野実習場（☎0198-63-1411）

【募集】ポリテク ター岩手【募集】ポリテクセンター岩手【募集】ポリテクセンター岩手【募集】ポリテクセンター岩手
12月の入所生12月の入所生

１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

２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

６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

７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

８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

14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

15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

16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

17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

20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㈬
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

27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」 11月巡回日程

図書館　11月の休館日…５日、12日、19日、23日、26日、30日 問い合わせ　図書館（☎25-2233）

日時　10月20日㈯８時30分～12
時30分（雨天決行）
コース　鈴子公園広場→釡石駅前
→釡石製鐵所脇国道283号→嬉石
漁港→釡石大観音→港が見える丘
→港町→釡石市街→釡石駅前→鈴
子広場
参加料　300円、中学生以下無料
※飲料水は持参。記念品として紅
白まんじゅうがあります
申込方法　はがき、電話、FAX
で氏名、住所、性別、年齢、電話
番号をお知らせください
申込期限　10月19日(金)
申し込み・問い合わせ　釡石市
ウォーキング協会事務局（〒026-
0034中妻町３-１昭和園クラブハ
ウス内、担当：山本☎090-2279-
1064、FAX23-1061）

鉄と魚とラグ のまち
釡石潮騒ウォークを開催します
鉄と鉄と魚とラグビーのまち鉄と魚とラグビーのまち

釡石潮騒ウォークを開催します釡石潮騒ウォークを開催します

　故ダイアナ妃の専属デザイナー
として世界的に有名なポール・コ
ステロのファッションショーを開
催します。地元のモデルも参加し
て、釡石の元気を世界に向けて発
信。アイルランドのリバーダンス
と釡石虎舞、民謡とのコラボレー
ションコンサートも開催。来場者
を対象に、ポール・コステロの
ファッション画などが当たる抽選
会も実施します。
日時・内容　10月26日㈮①ファッ
ションショー18時～19時、②アフ
ターコンサート19時～20時30分
場所　釡石市民ホールTETTO
入場料　無料
問い合わせ　釡石プライド実行委
員会（☎080-1815-2779）

ポール・コステロ
ファッションショーを開催します

ポール・コステロポール・コステロ
ファッションショーを開催しますファッションショーを開催しますファッションショーを開催します

　東日本大震災や震災以降の情景
や心の動き、未来に向けての思いを
エッセイに綴ってみませんか。応募
作品から数篇を「いわて震災エッセ
イ2019」として発行します。
応募資格　県内在住者、在住経験
者など岩手ゆかりの人
応募規定　1,200～1,600字で１
人１篇まで。題名、氏名、生年月
日、性別、職業、住所、電話番号
などを明記の上、郵送かメールで
応募してください
※詳しくは同センターのホーム
ページをご覧ください
募集期間　10月31日㈬消印有効
申し込み・問い合わせ　いわて
アートサポートセンター（〒020-
0878盛岡市肴町4-20永卯ビル
３階、☎019-604-9020、  
kaze@iwate-arts.jp）

【募集】【募集】【募集】【募集】
いわて震災エッセイ2019いわて震災エッセイ2019いわて震災エッセイ2019
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