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募集住宅　パル青葉（大渡町）１
戸・２K
対象　60歳以上
月額負担金　２万8,000円～7万
4,000円（市補助後の金額。所得
に応じて決定）、共益費7,000円
申込期限　５月15日㈬
申し込み・問い合わせ　㈲ビッグ
ボックス（☎21-2033）
※応募者多数の場合は抽選

【募集】岩手県知事認定
高齢者向け優良賃貸住宅入居者

　子どもや家庭、子どもの健やか
な成長についてみんなで考えま
しょう。
標語　「その気持ち　誰かを笑顔に
させる種」
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

5月5日～11日は
「児童福祉週間」です

※【コース名】①研修日②定員③
テキスト代④申込期限
【Excel基礎】①５月14日㈫、15
日㈬②15人③1,800円④５月７日
㈫
【中堅社員】①５月21日㈫、22
日㈬②20人③無料④５月14日㈫
※中堅社員としての役割、職場の
チームワークなどを学びます
【共通】
時間　９時～16時
場所　県立宮古高等技術専門校
申し込み・問い合わせ　県立宮
古高等技術専門校（☎0193-62-
5606）

【募集】
５月能力開発セミナー受講者

　日本赤十字社は自然災害や大事
故に見舞われた被災地に、直ちに
医療救護班を派遣し、継続的に支
援します。東日本大震災の時は、
釡石市でも救護所で多くの支援活
動が行われました。
　市は、５月の赤十字運動月間に
合わせて活動資金を募集します。
市の行政連絡員が各家庭や事業所
を訪問した際は、ご協力をお願い
します。
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

日本赤十字社の活動資金募集
に協力をお願いします

研修期間　５月14日㈫～６月18
日㈫の毎週火曜日、計６回。原則
として９時～16時。※この他、
期間中に保育施設で2日間の実習
があります
場所　市保健福祉センター他
対象　市内在住または市内の幼児
教育施設に勤務している人で、研
修終了後、次のいずれかに従事で
きる人①保育所などの一時預かり
および小規模保育事業に従事でき
る②ファミリーサポートセンター
の提供会員として託児ができる
費用　2,700円（テキスト代）
※研修日程、内容など詳しくはお
問い合わせください
申込期限　５月10日㈮
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

【募集】
子育て支援員研修受講者

　市農業委員会の適正な事務の実
施のため、平成30年度活動の点
検・評価（案）と平成31年度活動
計画（案）について意見を募集し
ます。
募集期限　５月15日㈬
※資料は市のホームページに掲載
する他、市市民課、市教育セン
ター、市保健福祉センター、図書
館、各地区生活応援センター、市
農業委員会事務局、市広聴広報課
に備え付けます
問い合わせ　市農業委員会事務局
（☎22-0166）

【意見募集】市農業委員会活動点検・
評価（案）ならびに活動計画（案）

【市民教養講座】「宮沢賢治と自然
を歌う」
日時　５月25日㈯14時～15時
場所　図書館２階視聴覚室
内容　ウッドベースの生演奏と賢
治作品の朗読、講話
講師　絵本作家・エッセイスト　
澤口たまみさん、ウッドベース演
奏　石澤由男さん
定員　先着40人
【企画展】「澤口たまみの世界」
期間　５月22日㈬～６月２日㈰
場所　図書館１階展示ホール
内容　澤口たまみさんの著作、関
連書籍の展示
申し込み・問い合わせ　図書館
（☎25-2233）

図書館市民教養講座・企画展
を開催します

　家きん（ニワトリ、アヒル、ウ
ズラなど）を飼う人は、平成31
年２月１日時点の飼育状況、衛生
管理状況を報告書に記入し提出し
てください。様式はホームページ
からダウンロードできます。
提出期限　６月15日㈯
提出先・問い合わせ　県県南家畜
保健衛生所（☎0197-23-3531）

家きんの飼育状況・衛生管理
状況の報告を忘れずに

臨時開館日時　５月１日（水・祝）
９時～18時
問い合わせ　㈱かまいしDMC
（☎27-5260）

鵜の郷交流館（鵜住居駅前）
5月1日は臨時開館します

　３月26日に釡石都市計画被災
市街地復興土地区画整理事業計画
を変更しましたので、事業計画書
（変更）の長期縦覧を行います。
対象地区　平田地区
縦覧期限　換地処分広告の日
縦覧場所　市役所第５庁舎２階　
相談窓口
問い合わせ　市都市整備推進室
（☎27-8437）

土地区画整理事業に関する事
業計画（変更）を決定しました

　地震や津波、武力攻撃などの発
生に備え、情報伝達試験を行いま
す。全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を利用し、防災行政無線
から「これはＪアラートのテスト
です」と試験放送が流れます。
日時　５月15日㈬11時ごろ
問い合わせ　市防災危機管理課
（☎27-8441）

防災行政無線による
情報伝達試験を行います
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弁護士による無料相談会
　５月３日は憲法記念日です。５月
１日～７日の憲法週間に合わせて無
料相談会を開催します。
日時　５月８日㈬10時～15時30分
場所　岩手県産業会館サンビル７階
（盛岡市）
内容　お金の貸し借り、土地の所有
権・家賃、遺産相続など
問い合わせ　岩手弁護士会（☎019-
651-5095）

なんでも相談会
日時　５月11日㈯10時～15時
場所　シープラザ釡石２階
内容　遺産相続手続き、遺言、住宅
再建の補助金、事業継承や起業など
問い合わせ　岩手県行政書士会事務
局（☎019-623-1555）

行政相談
日時　５月16日㈭13時30分～16時
場所　市消費生活センター
内容　国などの行政に関する苦情や
要望
問い合わせ　岩手行政監視行政相談
センター（☎0570-090110）
障がいがある人への不利益な
取扱い解消などの相談窓口

日時　月～金曜日（祝日を除く）8
時30分～17時15分
相談方法　市地域福祉課障がい福祉
係（☎22-0177、市保健福祉センタ
ー２階）へ電話または直接お越しく
ださい
電話相談「こころ相談ホットライン」

（全国心理業連合会）
日時　土・日曜日10時～21時
相談先　全国心理業連合会（☎
090-2971-4014）

ふくしトピック⑩  障害者手帳をお持ちの人がいる世帯は
 NHK放送受信料が減免になる場合があります
●全額免除【対象世帯】
　 　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
をお持ちの人がいる世帯で、世帯全員が市民税非課税の場合
　※手帳の等級は問いません
●半額免除【対象世帯】
　 ①「視覚障がい」または「聴覚障がい」による手帳をお持ちの人が
世帯主の場合※手帳の等級は問いません
　②「重度判定」の障害者手帳をお持ちの人が世帯主の場合
　 ※重度判定…身体障害者手帳１、２級、療育手帳A判定、精神障害
者保健福祉手帳１級
　※世帯の課税状況は問いません
◎ 手続き　市地域福祉課（市保健福祉センター２階）に印鑑と障害者
手帳を持参し、手続きしてください。

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177

「釡石市働く婦人の家」前期定期講座
対象　市内に在住または在勤の人
場所　市働く婦人の家
申込方法　窓口か電話で、直接本人がお申し込みください
受付開始　５月８日㈬８時30分～※定員になり次第締め切り
その他　受講決定後のキャンセルは早めにご連絡ください

No. 科目 定員 開催日時 携帯用具 受講料
（教材費）

1 ナタリーのヨガ講座【女性限定夜間コース】12人
5月18日㈯
18時～20時

タオル、ヨガマット、
水分補給用の飲物 無料

2 ナタリーのヨガ講座【女性限定】 12人 5月19日㈰
10時～12時

タオル、ヨガマット、
水分補給用の飲物 無料

3
エコ料理講座
（山の幸いっぱいのや
まんば汁）

16人 5月21日㈫
10時～12時

エプロン、三角巾　
密閉容器 800円

4

パン講座
（フライパンで作るか
んたん・おいしい・ちぎ
りパン）

10人 5月25日㈯
10時～12時

エプロン、三角巾　
密閉容器 800円

5 応用できるキーマカレー講座 16人 6月4日㈫
10時～12時

エプロン、三角巾　
密閉容器 1,000円

6
洋裁講座（直線裁ち
で簡単おしゃれなワン
ピース）【全2回】

10人
6月12日㈬、
19日㈬
10時～13時

お好みの生地92㎝ 
巾か112㎝ 巾を2m、
洋裁道具、ミシン糸
60番

500円

7
エコクラフト講座（初夏
のショルダーバッグ）
【夜間コース全3回】

10人

6月26日㈬
7月3日㈬・
10日㈬
18時～20時

ハサミ、木工用ボン
ド、洗濯バサミ30
個、おしぼり

1,000円

8 マーボーみそと鶏そぼろ料理講座 16人 7月2日㈫
10時～12時

エプロン、三角巾　
密閉容器 1,000円

9 旬の煮魚料理講座 16人 7月10日㈬
10時～12時

エプロン、三角巾　
密閉容器 1,000円

10
エコ料理講座
（夏野菜食べきりクッ
キング）

16人 7月16日㈫
10時～12時

エプロン、三角巾　
密閉容器 800円

受講者募集

日時　月～金曜日（祝日を除く）
８時30分～15時30分（月曜日は
14時30分まで）
※事前に予約することで待ち時間
なく相談できます
場所　市役所第５庁舎１階
【５月の専門家相談スケジュール】
専門家 期日

弁護士  9日㈭、16日㈭、
23日㈭、30日㈭

司法書士 17日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

15日㈬
※予約することで随
時相談できます。訪
問相談も実施してい
ます

問い合わせ　同センター（☎0120-
836-730通話料無料、☎080-
5734-5494）

釡石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

申し込み・問い合わせ　市働く婦人の家　☎23-2017

62019.5.1広報かまいし7 2019.5.1 広報かまいし


