【募集】計量モニター
活動期間 6月8日㈯〜7月7日㈰
内容 購入した食料品を専用のは
かりで計量し、表示されている重
さが正しいかを調査します
対象 市内在住の20歳以上の人
定員 先着5人
謝礼金 5,000円
応募期間 4月15日㈪〜
応募方法 電話またはFAXでお
申し込みください。FAXの場合
は「計量モニター申し込み」と記
載し、住所、氏名、生年月日、電
話番号、計量モニターの経験の有
無を明記
※６月７日㈮に説明会を開催
申し込み・問い合わせ 市消費生
活センター（☎22‑2701、FAX22‑
2702）

寝具の洗濯、乾燥、消毒
サービス
実施期間 ５月20日㈪〜31日㈮
対象 おおむね65歳以上の寝た
きりの人や重度の身体障がい者で
寝具の衛生管理が難しい人
料金 ①掛け布団、敷き布団、毛
布の３点：640円②寝台用マット
レス（スプリングマット不可）、
ベッドパッド、掛け布団、毛布の
４点：860円
※希望者には代替寝具を貸し出し
ます。生活保護世帯は無料
たんぜん

※シルク綿、綿入れ丹前、綿入れ
はんてんは、水洗いができないた
め利用できません
申込期間 ４月15日㈪〜26日㈮
申し込み・問い合わせ 市高齢介
護福祉課（☎22‑0178）

銃砲刀剣類登録審査会
【岩手県庁12階特別会議室】
５月20日㈪、７月22日㈪、11月
20日㈬、平成32年１月20日㈪、
３月23日㈪
【岩手県民会館第2会議室】
９月20日㈮
時間 いずれも10時〜11時、13
時〜14時
※開催日以外は審査できません
持ち物 登録する銃砲刀剣類、岩
手県収入証紙（新規登録１点につ
き6,300円）、刀剣類発見届出済
証
問い合わせ 県生涯学習文化財課
（☎019‑629‑6182）
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釜石市水道未普及地域
対策事業補助金

GW中の消費生活相談は消費者
ホットラインをご利用ください

水道未普及地域で飲用水確保困
窮者が新規で飲用井戸の整備を行
う場合に、整備に要する経費に対
し、補助金を交付します。
補助額 交付対象経費の10分の
10。上限100万円
申請期限 平成32年１月31日㈮
※予算がなくなり次第終了します
※補助対象者の要件、交付対象経
費、提出書類など詳しくはお問い
合わせください
問い合わせ 市環境課（☎27‑
8453）

市消費生活センターは、ゴール
デンウィーク期間中、休所しま
す。相談は消費者ホットライン
「188」（受付10時〜16時）を
ご利用ください。
休所期間 ４月27日㈯〜５月６日㈪
問い合わせ 市消費生活センター
（☎22‑2701）

不用になった携帯電話や
スマートフォン回収にご協力を
市は知的障がいのある人のス
ポーツ支援の場である「スペシャ
ルオリンピックス日本」の応援の
ため、４月から不用携帯電話の回
収をしています。
※「みんなのメダルプロジェク
ト」は終了しました
回収品目 不用になった携帯電
話・PHS・スマートフォン
※個人情報は消去してください
回収ボックス設置場所 市環境
課、各地区生活応援センター
問い合わせ 市環境課（☎27‑
8453）

危機対応学トークイベントを
開催します
日時 ５月11日㈯15時〜16時30分
場所 釜石情報交流センターラウ
ンジ
内容 「スポーツイベントと危機
対応」 モデレーター：東京大学
社会科学研究所教授 玄田有史さ
ん、同研究所教授 中村尚史さん
ゲスト：福井県庁国体推進局企画
幹 白嵜淳さん
費用 無料
申込期限 ５月10日㈮
申し込み・問い合わせ 市総合政
策課（☎27‑8413）

山菜採取に当たっての注意
市内で採取されたワラビ、コシ
アブラから、一般食品の基準値を
超える放射性物質が確認されまし
た。販売が制限されていますの
で、注意してください。
また、入山する際はクマに十分
注意し、鈴やラジオなどの音の出
るものを携帯するなどクマに自分
の存在を知らせましょう。
問い合わせ 市農林課（☎27‑
8426）

運行開始5周年「SL銀河」が
今年も運行されます
「ＳＬ銀河」を沿線で見かけた
ら、手を振って笑顔で歓迎、見送
りをしましょう。
運行開始日時
下り ４月29日
（月・祝）
花巻発10
時37分（釜石着15時8分）※ホタ
テの稚貝汁のお振る舞いなどを予
定
上り ４月30日（火・祝）釜石発10
時58分（花巻着15時20分）※釜
石高校吹奏楽部の演奏などを予定
問い合わせ 市商業観光課（☎
27‑8421）

五葉山山開き
（安全祈願祭）
を
開催します
日時 ４月29日（月・祝）８時30
分〜
場所 五葉山赤坂峠登山口
問い合わせ 市商業観光課（☎
27‑8421）

ゴールデンウィーク中の

４月27日㈯〜５月６日㈪

休館情報などのお知らせ

資源物（ペットボトル以外）

ごみの収集

５月は資源物の収集日が、通常月と異なる地区
がありますので、ご注意ください。
【収集が毎月第１・３水曜日の地区】
⇒第２・４水曜日（５月８日㈬、５月22日㈬）
【収集が毎月第２・４水曜日の地区】
⇒第３・５水曜日（５月15日㈬、５月29日㈬）

一般ごみ

【収集が月・木曜日の地区】
４月29日㈪

５月２日㈭

５月６日㈪

休み

収集します

休み

ペットボトル

※５月２日㈭、５月９日㈭は、１世帯最大６袋
収集します

【毎月第４土曜日が収集日の地区】⇒４月27日㈯
【毎月第１土曜日が収集日の地区】⇒５月 ４日㈯

【収集が火・金曜日の地区】
４月30日㈫

５月３日㈮

収集します

休み

岩手沿岸南部クリーンセンター

ごみの持ち込み可能日 ４月30日㈫、５月１日㈬、
５月２日㈭

※５月７日㈫は、１世帯最大６袋収集します
【橋野地区】
５月３日㈮

５月７日㈫

休み

収集します

期間中、衣類や蛍光灯、乾電池などの各地区生活

応援センター・環境課での拠点回収は行いません。

※５月７日㈫は、１世帯最大６袋収集します
問い合わせ

※詳しくは、ごみカレンダーをご覧ください

市環境課 リサイクル推進係

☎27‑8453

釜石駅前広場駐車場

水道の開始・中止の届け出はお早めに

釜石駅前広場の駐車場は、駅利
用者の乗降専用です。駐車可能台
数に限りがありますので、長時間
駐車する場合は近隣の有料駐車場
などをご利用ください。
問い合わせ 都市計画課 管理係
☎27‑8435

ゴールデンウィークを利用して引っ越しをする人は、水道の
開始・中止を電話などで早めに申し込みましょう。退去しても
中止の届け出がない場合は使用中の扱いとなり、基本料金が発
生するのでご注意ください。復興公営住宅や仮設住宅も同様に
届け出が必要です。
届け出は、使用日・中止日の３日前まで
受付・開閉作業時間 ８時30分〜17時15分
※土・日曜日、祝日を除く
届け出先・問い合わせ 市水道事業所 料金係 ☎23‑5881

駅利用者の乗降専用です

住民票や印鑑登録証明書
などの申請はお早めに
４月27日㈯〜５月６日㈪の
ゴールデンウィーク中は、市民課
窓口、各地区生活応援センター窓
口は開庁しません。住民票や印鑑
登録証明書などが必要な人は、連
休前に申請してください。
※期間中、婚姻、出生、死亡など
の戸籍関係の届け出は、市役所第
１庁舎１階で宿直が対応します
問い合わせ
市市民課
市民登録係
☎27‑8450

市内施設の休館日
施設名

休館日

図書館

４月29日㈪〜５月１日㈬、５月６日㈪、７日㈫

働く婦人の家

４月28日㈰〜５月６日㈪

市営プール・
トレーニング室

都合により臨時休館する場合がありますの
でお問い合わせください
☎22‑3190

釜石斎場

４月28日㈰、５月４日㈯

鵜の郷交流館

５月１日㈬

※次の施設は、４月27日㈯〜５月６日㈪の期間中無休です
釜石市民ホールTETTO、釜石情報交流センター、シープラ
ザ釜石、鉄の歴史館、郷土資料館、橋野鉄鉱山インフォメー
ションセンター、旧釜石鉱山事務所、いのちをつなぐ未来
館、市球技場、平田公園野球場、中妻体育館、道の駅「釜石
仙人峠」、釜石魚河岸にぎわい館「魚河岸テラス」
、市民交
流センター
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