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８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

９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

10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㈮
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

12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

16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

17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

18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
鵜住居幼稚園 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

22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

23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

25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

29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」 １月巡回日程

図書館　１月の休館日…1～4日、7日、14～15日、21日、28日 問い合わせ　図書館（☎25-2233）

　除雪機を使う際には、次の点に
注意しましょう。
①安全装置が正しく作動しない状
態では使用しない
②周囲に人がいないことを確認
し、人を近付かせない
③投雪口に詰まった雪は、必ずエ
ンジンを停止し、回転部が停止し
た事を確認してから取り除く
④特に後進時は足元や周囲の障害
物に注意を払い、無理のない速度
で使用する
問い合わせ　（一社）日本農業機械
工業会内　除雪機安全協議会（☎
03-3433-0415）

除雪機による事故に除雪機による事故に
注意しましょう注意しましょう

　釡石祈りのパークに設置する慰
霊碑の芳名板に犠牲者の氏名を記
すことについて、ご遺族の意思を確
認しています。11月に送付した返
信用はがきを返送してください。
※ご遺族の意思が確認できない場
合は、芳名を記します
回答期限　12月28日㈮必着
問い合わせ　市総合政策課震災検
証室（☎27-8413）

慰霊碑に記すことについて
東日本大震災犠牲者の芳名を東日本大震災犠牲者の芳名を東日本大震災犠牲者の芳名を
慰霊碑に記すことについて慰霊碑に記すことについて

「みんなの願い、火災のない  お正月」
　年末年始は慌ただしさに追わ
れ、火に対して不注意になりがち
です。一人一人が火の取り扱いに
十分注意し、火災から大切な生命
と財産を守りましょう。
問い合わせ　釡石大槌地区行政事
務組合消防本部（☎22-1642）、
釡石消防署（☎22-2526）

12月20日㈭～平成31年1月7日㈪
年末年始火災予防特別警戒
12月20日㈭～平成31年1月7日㈪12月20日㈭～平成31年1月7日㈪12月20日㈭～平成31年1月7日㈪
年末年始火災予防特別警戒年末年始火災予防特別警戒

日時　１回目（構成、下絵作成）：
12月26日㈬９時30分～11時30
分、2回目（製本）：平成31年１
月９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
材料費　500円（１回目に集めます）
申込期限　12月22日㈯
申し込み・問い合わせ　図書館
（☎25-2233）

手づくり絵本教室を
開催します

手づくり絵本教室を手づくり絵本教室を手づくり絵本教室を
開催します開催します開催します

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　12月26日㈬、平成31年１月
９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）

人権相談（要予約）
日時　平成31年１月４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　平成31年１月８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）

公証相談（要予約）
日時　平成31年１月10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）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　平成31年１月15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）
宮古児童相談所巡回相談(要予約)
日時　平成31年１月15日㈫10時～
15時
場所　市保健福祉センター９階
内容　子どもの養育や療育につい
ての助言・指導、必要に応じて医学
的・心理学的判定を実施
申込期限　１月７日㈪
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

出張年金相談（要予約）
日時　平成31年１月17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

釡石市の人口と世帯（11月）
男 16,095人（－ 22人）
女 17,811人（－ 18人）

合　計 33,906人（－ 40人）
世　帯 16,582世帯（－21世帯）

※（　）は前月比

今月の
納　 税

【固定資産税３期】
【国民健康保険税６期】
納期限＝12月25日㈫

夜間納税相談
期日　12月25日㈫、26日㈬、27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（１月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

1 火
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

2 水
釡石ファミリークリニック

大渡町
☎31-1616

おおぞら薬局 ☎31-2030

3 木
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎22-1005

只越調剤薬局 ☎22-3353

6 日
平野内科医院 只越町 ☎22-1273
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎55-4343

13 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891

14 月
藤井クリニック

只越町
☎27-8857

ツルハドラッグ釡石店 ☎31-2268

20 日
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

27 日
小笠原内科クリニック

上中島町
☎25-2580

中田薬局上中島店 ☎21-2050
休日 曜日 当番歯科医 ※診療時間９時～12時 所在地 電話番号
6 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800
13 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎23-5478
20 日 釡石ひまわり歯科クリニック 大町 ☎22-4182
27 日 小松歯科医院 大槌町 ☎42-7702

　放送大学はテレビ、ラジオ、イ
ンターネットで授業を行う通信制
の大学です。
出願期限　平成31年3月17日㈰
【大学説明会（予約不要）】
日時　平成31年1月18日㈮13時
30分～15時
場所　市教育センター
【オープンキャンパス（予約不要）】
日時　平成31年1月11日㈮、12
日㈯、2月8日㈮、9日㈯、3月11
日㈪各日10時～11時30分
場所　放送大学岩手学習センター
（盛岡市上田）
資料請求・問い合わせ　放送大学
岩手学習センター(☎019-653-
7414)

【募集】放送大学【募集】放送大学
平成31年4月入学生平成31年4月入学生

期日　平成31年１月6日㈰
内容　式典：９時30分～釡石市民
ホールTETTO、分列式：10時55
分～県道釡石港線（ホテルサン
ルート釡石前）
※釡石市民ホール前からツルハド
ラッグ釡石店（只越町）前まで全
面通行止め（10時30分～11時30
分）となります
※雨天時は式典のみ開催
問い合わせ　市消防課（☎22-2525）

平成31年釡石市消防出初式平成31年釡石市消防出初式平成31年釡石市消防出初式
を開催しますを開催します

　災害時の行動ポイントなどを盛
り込んだ「防災タウンページ 岩
手県沿岸版」を「タウンページ」
と一緒に、12月中に全戸、全事業
所にお届けします。「公衆電話+
避難所マップ」も付いています。
発行元　NTTタウンページ㈱
問い合わせ　タウンページセンタ
（☎0120-506309　月～金曜日
9時～17時　※祝日、年末年始を
除く）

を発行します
「防災タウンページ 岩手県沿岸版」「防災タウンページ 岩手県沿岸版」

を発行しますを発行します

《訂正とおわび》
　広報かまいし11月15日号17ページ「休日当番医・薬局・歯科医（12月）」の表中、
「23日　大槌おおのクリニック」と「23日　ハーブ薬局」は、どちらも正しくは「24
日」でした。訂正しておわびします。

82018.12.15広報かまいし9 2018.12.15 広報かまいし


