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問い合わせ　市高齢介護福祉課 高齢介護係　☎22-0178

●対象　 65歳以上の人とその家族
●内容　介護保険制度について
　　　　介護予防について

介護保険の説明会を開催します
●日時、場所

月日 時間 場所
５月28日㈫ 18時～19時 市保健福祉センター９階
７月25日㈭

13時30分～
14時30分

鵜住居地区生活応援センター
９月30日㈪ 市保健福祉センター９階
11月28日㈭ 平田集会所

令和２年１月28日㈫ 市保健福祉センター９階
　　　　３月26日㈭ 中妻地区生活応援センター
※ 市保健福祉センターで参加する人が大町商店街駐車場を利用した場合は、
１時間無料券をお渡しします。駐車券を受付で提示してください

期日　５月26日㈰
日程（場所）
９時～：式典（釡石市民ホール
TETTO）
10時～：分列式（ホテルサンルー
ト釡石前　県道釡石港線）
※釡石市民ホール前からツルハド
ラッグ釡石店前まで全面通行止め
となります。駐車専用スペースの
利用もご遠慮ください
10時50分～：放水訓練（千鳥町
甲子川河川敷）
※雨天時は釡石市民ホールで式典
のみ開催します
問い合わせ　市消防課（☎22-
2525）

釡石市消防団消防演習

部署・募集人員　①復興推進本部
事務局：事務補助１人②生活安全
課：事務補助１人③資源物分別作
業所（旧清掃工場）：資源物分
別作業員１人④都市計画課：事務
補助１人⑤栗橋地区生活応援セン
ター：事務補助1人
雇用期間　①～④６月１日㈯～
11月30日㈯、⑤６月６日㈭～12
月５日㈭
賃金　日額6,900円
※詳細については、各求人票の内
容をご確認ください
申し込み　ハローワーク釡石（☎
23-8609）
問い合わせ　市総務課（☎27-
8411）

【募集】
市の臨時職員

【共通】
○住宅としての使用はできません
○ 入居者・事業者が決定次第、募
集を締め切ります

○連帯保証人が必要です
【市営釡石ビル（事務所）】
入居要件　官公庁、市内において
事業を営む法人または個人
その他　トイレなどの水回り共
同。駐車場なし
※面積、使用料など詳しくはお問
い合わせください
【小白浜復興住宅併設店舗】
面積　45.92㎡
駐車場　１台
使用料　月額５万6,200円
申し込み・問い合わせ　市都市計
画課（☎27-8435）

【募集】市営釡石ビル（事務所）入居者、
小白浜復興住宅併設店舗事業者

日時　６月５日㈬
日程（場所）
11時～：安全運転サポート車の
試乗体験（イオンタウン釡石第2
駐車場）
13時～：パトカー、白バイ展
示・写真撮影（同駐車場）
13時30分～：交通安全講話・“春
雨や雷蔵”による交通安全落語（イ
オンタウンホール　定員100人）
対象　どなたでも（無料）
※安全運転サポート車…高齢者な
どの交通事故防止対策として、自
動ブレーキやペダル踏み間違い時
の加速抑制装置などを搭載した車
問い合わせ　岩手県交通安全対策
協議会（☎019-629-5330）

安全運転サポート車
試乗体験型交通安全教室

65歳になられた人へ

練習日　６月～令和２年１月の土
曜日（月２回）全15回
※開講式　６月８日㈯13時15分～
場所　中妻北地区コミュニティ消
防センター
対象　小中学生、高校生
定員　12人
受講料　年間1,000円
申し込み・問い合わせ　杵家会釡
石支所（鈴木☎090-2979-3718）

【募集】「伝統文化長唄三味線
子ども教室」受講生

　地域のコミュニティー活動や各
種団体の会合で無料の出前講座を
行っています。
内容　金融犯罪の手口と対策、家
計管理のポイントなど
問い合わせ　東北財務局盛岡財務
事務所（☎019-625-3353）

金融犯罪被害防止などの
出前講座を行っています

日時　６月２日㈰10時～12時（９
時15分：市役所第2庁舎車庫前集
合、バスで送迎します。途中乗
車、現地集合も可能）※雨天中止
場所　福祉の森（甲子町）
定員　先着25人
費用　無料
持ち物・服装　筆記用具、敷き
物、飲み物、長袖、長ズボン、長
靴、帽子
※双眼鏡と野鳥図鑑は貸し出します
申込期限　５月27日㈪
申し込み・問い合わせ　市環境課
（☎27-8453）

【募集】
野鳥観察会の参加者

問い合わせ　（一財）岩手県建築住宅センター沿岸支所
　　　　　　☎55-5742　大町1-4-7 大町復興住宅４号棟１階　※受付時間　土・日曜日、祝日を除く９時～17時

市営住宅の入居者を募集します

釡石市心の復興事業を募集します

問い合わせ　市地域づくり推進課　☎27-8454

■入居者を募集する市営住宅など
住宅名 募集戸数 募集期間

【市営住宅】洞泉２号棟 3K：１戸

５月27日㈪～
６月７日㈮

【市営住宅】野田１号棟 3K：１戸

【改良住宅】ニュータウン 3K：１戸

【復興住宅】日向復興住宅※１ 3DK：９戸

【復興住宅】花露辺復興住宅※１ 2LDK：１戸
※１　被災していない人も申し込みできます

　入居要件や申し込み方法など、詳しくはお問
い合わせください。
■入居予定日
　 ７月１日㈪（この日に入居しない場合でも、
家賃はこの日から発生します）

■その他
・ 各住宅で募集戸数を超える申し込みがあった
場合は、抽選となります

・ 入居の際には、連帯保証人が必要です
・ ペットの飼育はできません
・ 洞泉、野田、ニュータウンにはエレベーター
はありません

　東日本大震災による被災者や関係する地域住民、支援者などを対象とし
た心の復興事業を実施する団体に対し、その事業費の一部を補助します。
○対象事業
　被災者の積極的な参画の下、コミュニティー形成と一体となった被災者
の心のケアや生きがいづくりなどを推進する事業
○応募資格
・  民間企業、シルバー人材センター、NPO法人、その他の法人、または
法人以外の団体など

・ 釡石市内に事業所を有していること
・ 補助事業を的確に遂行できること
・ 東日本大震災により被災者支援活動の実績があること
・ 宗教や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団もしくは暴力団員の統
制の下にある団体でないこと

・ 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第
122号）第２条に規定する事業を営む者でないこと

○補助額
　１団体につき上限100万円
○募集期間
　５月20日㈪～31日㈮
※補助対象経費や提出書類など詳しくは市のホームページをご覧になる
か、お問い合わせください

　芸術文化の創造と発展をイメー
ジさせるテーマを募集します。
応募資格　県内在住または県内に
通勤・通学をしている人。岩手県
出身、岩手県に本籍がある人　
応募期限　５月31日㈮必着
結果発表　６月27日㈭
※応募方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください
応募先・問い合わせ　岩手県文化
振興事業団（☎019-654-2235）

【募集】第72回岩手芸術祭
テーマ

公演日　令和２年２月中旬
場所　釡石市民ホールTETTO
応募資格　市民または県内在住で
釡石に縁がある人
テーマ　「先人たちに学ぶ・釡石
の文化の継承」
内容　２時間程度で、子どもから
大人まで10～20人程度が出演す
る作品
応募方法　原稿用紙または記録メ
ディア（CDやUSBメモリーなど）
で提出してください
※自作未発表の作品に限ります
応募期限　８月31日㈯消印有効
応募先・問い合わせ　釡石市民
劇場実行委員会（☎090-7798-
2307、〒026-0024大町1-9-3）

【募集】
釡石市民劇場の脚本

日時　６月15日㈯10時～15時30分
場所　いわて県民情報交流セン
ターアイーナ（盛岡市）
内容　講演「スポーツと男女共同
参画」筑波大学大学院教授　山口
香さん、分科会他
対象　県内に在住、在勤の人
申込期限　５月20日㈪17時
※会場へは市公用車で送迎します
申し込み・問い合わせ　市総合
政策課男女共同参画室（☎27-
8413）

【募集】「いわて男女共同参画
フェスティバル2019」参加者

期間　６月～11月（全７日14講
座）
場所　いわて県民情報交流セン
ターアイーナ（盛岡市）他
対象　18歳以上で、市内に居住
または勤務をしている人
定員　３人
受講料　1,500円（テキスト代）
申し込み　申込書と事前アンケー
トに記入の上、お申し込みくださ
い。必要書類は市総合政策課で配
布する他、市のホームページから
ダウンロードできます
申込期限　５月20日㈪17時
申し込み・問い合わせ　市総合
政策課男女共同参画室（☎27-
8413）

【募集】「男女共同参画サポー
ター養成講座」受講者
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休日納税相談
期日　５月25日㈯、26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　５月24日㈮、27日㈪～30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）
今月の
納　 税

【軽自動車税】
納期限＝５月31日㈮

６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

８日㈯
青葉ビル 9:10～ 9:40
大只越 市営住宅付近 9:50～ 10:20
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
松倉新日鉄アパート前（3号棟付近）13:45～ 14:15

11日㈫
かまいしこども園 9:10～ 9:40
天神町 仮設団地 9:50～ 10:20
只越 復興住宅 1号棟前 10:30～ 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

12日㈬
あいぜんの里 10:45～ 11:15
上平田ニュータウン集会所前 11:25～ 11:55
大平下水処理センター駐車場 12:05～ 12:35
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

13日㈭
源太沢公園前 10:00～ 10:30
昭和園クラブハウス 10:45～ 11:15
働く婦人の家 11:30～ 12:00
中小川 カサ･デ･ファミリア前 13:20～ 13:50
桜木町サポートセンター付近 14:00～ 14:30

14日㈮
キクコーストア釡石松倉店前 9:10～ 9:40
唄貝 チビッコ広場前 10:05～ 10:35
大松地区コミュニティ消防センター前 11:20～ 11:50
洞泉 市営住宅前 13:00～ 13:25
洞関地区コミュニティ消防センター前 13:35～ 14:05

18日㈫
浜町 篠原浩さん宅前 9:20～ 9:45
松原公園付近 10:20～ 10:40
平田地区生活応援センター 11:00～ 11:20
SMC㈱釡石 第1工場 12:15～ 12:45

19日㈬
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 11:30～ 12:00
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 14:10～ 14:40

20日㈭
大平町 望洋ケ丘集会所前 9:20～ 9:45
唐丹公民館前 10:00～ 10:25
平田駅前 10:50～ 11:20
岩手大学 釡石キャンパス 13:00～ 13:30

21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 10:45～ 11:05
大渡町 工藤駐車場（釡小入り口） 12:15～ 12:45
釡石小学校 13:00～ 13:30

25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
栗林町 仮設団地前 13:35～ 14:00
砂子畑集会所前 14:15～ 14:40

26日㈬
甲子町 第2仮設団地（大畑南） 9:10～ 9:35
大畑団地集会所前 9:45～ 10:10
甲子林業センター駐車場 10:30～ 11:00
甲子地区生活応援センター前 11:15～ 11:45

移動図書館「しおかぜ」 ６月巡回日程

図書館　６月の休館日
３日、10日、17日、24日問い合わせ　図書館（☎25-2233）※交通事情により多少のずれが生じることがあります

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

日時　10月13日㈰10時～
場所　岩手大学理工学部（盛岡
市）予定
試験案内の配布　６月３日㈪から
市地域包括支援センターと釡石保
健所で配布します
申込期間　7月2日㈫～16日㈫
問い合わせ　（公財）いきいき岩手
支援財団 総務・健康支援課（☎
019-626-0196）

岩手県介護支援専門員
実務研修受講試験

スローガン「ともに築こう　豊か
な消費社会～誰一人取り残さない
2019～」
　市消費生活センターは買い物や
サービスに伴う契約などの消費生
活相談をはじめ、消費生活に関する
出前講座を行っています。お気軽に
ご利用ください。
問い合わせ　市消費生活センター
（☎22-2701）

5月は消費者月間です

　親子で春の野山を散策しません
か。※雨天決行、荒天中止
日時　５月25日㈯10時～12時
場所　福祉の森（甲子町）
対象　就学前の親子
費用　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
申込期限　５月22日㈬
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

【募集】「かまいし森のようちえん
2019春」参加者

登録期間　登録日～令和２年３月
31日㈫
作業期間　調査計画が具体化した
際に、必要に応じて選考の上、登
録者に連絡します
作業内容　掘削作業を主とする土
木作業
賃金　日額6,900円（交通費なし）
登録先　市教育委員会総務課（☎
22-8832）

【募集】埋蔵文化財発掘・
試掘作業員登録　本年度の戦没者追悼式（８月９

日予定）で、一緒に歌うことがで
きる人を募集します。
練習日時　第２、４木曜日13時
30分～15時30分
場所　市働く婦人の家
対象　女性
会費　月1,000円
献唱曲　祈り（やすらかに）、まっ
しろいこころ、青い空は、浜辺
の歌
申し込み・問い合わせ　市働く婦
人の家（☎23-2017）、「翳った太
陽」を歌う会(種市☎22-1364)

【募集】「翳
かげ
った太陽」を歌う会
メンバー

各種相談各種相談
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　５月22日㈬、6月12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　６月６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）

人権相談
日時　６月７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）
身体障がい者巡回相談（要予約）
日時　６月７日㈮13時30分～16時
30分（受け付けは14時まで）
場所　市身体障害者福祉センター
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・修理の要否や適合判定
※診断料、相談料は無料
申込期限　5月29日㈬
申し込み・問い合わせ　市地域福祉
課（☎22-0177）

出張年金相談（要予約）
日時　6月13日㈭10時～15時30分
場所　青葉ビル 
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
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　6月18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）
震災ストレス相談室（要予約）

　震災以降、不安で眠れない、いら
いらして落ち着かない、お酒の飲み
すぎで悩んでいるなどが続く場合、
ご相談ください。精神科に通院中の
人は、まずは主治医にご相談くださ
い。
予約受け付け　月～金曜日（祝日を
除く）９時30分～15時30分
予約・問い合わせ　釡石地域こころ
のケアセンター（☎25-1822）

釡石市の人口と世帯（４月）
男 15,881人（＋ 14人）
女 17,533人（－ 37人）

合　計 33,414人（－ 23人）
世　帯 16,468世帯（＋ 44世帯）

※（　）は前月比

休日当番医・薬局・歯科医（６月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

２ 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

９ 日
釡石ファミリークリニック

大渡町
☎31-1616

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

16 日
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

23 日
釡石整形外科クリニック

大渡町
☎31-1881

おおぞら薬局 ☎31-2030

30 日
釡石しょうけいクリニック　

甲子町
☎27-8571

アクト調剤薬局 ☎27-7001
休日 曜日 当番歯科医 ※診療時間９時～12時 所在地 電話番号
２ 日 小松歯科医院 大槌町 ☎42-7702
９ 日 近藤歯科医院 大槌町 ☎42-7667
16 日 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎29-1222
23 日 鈴木歯科医院 中妻町 ☎23-5908
30 日 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311

申し込み・問い合わせ　市生涯学習文化スポーツ課 生涯学習係　☎22-8835

受 講 者 募 集
外国語会話講座「外国語広場」

「立正大学デリバリーカレッジ」

● 日時　6月14日㈮～7月19日㈮の毎週金曜日（全6回）
　　　　19時15分～20時30分
●場所　市教育センター５階
● 内容　ラグビーワールドカップ2019™ 日本大会開催に関連して、外国語
（スペイン語・フランス語・英語）のあいさつや簡単な会話を学びます
　① スペイン語　６月14日、21日（講師　ミジェル・アストコンドルさ

ん、黒川由美子さん）
　② フランス語　６月28日、７月５日（講師　今野幸子さん）
　③ 英語　7月12日、19日（講師　クリスティス・ノア・アーロンさん）
　※１言語または２言語のみの受講も可能です
●定員　先着15人
●受講料　3,000円（全６回）
　※１言語のみ1,000円、２言語のみ2,000円
●申込期限　６月10日㈪

● 内容
No. 日時 テーマ・講師

1 6月15日㈯
10時～11時45分

現代の「家族」を考える
社会福祉学部教授　清水海隆さん

2 6月22日㈯
10時～11時30分

地球の温暖化は人災（環境汚染）か
天災（気候変動）か

名誉教授　福岡義隆さん

3 6月29日㈯
10時～11時45分

いよいよワールドカップがやってくる
～４年に１度じゃない、一生に一度の感動だ！～

ラグビー部監督　堀越正己さん

●場所　市教育センター５階
● 対象　高校生以上
●定員　30人
●受講料　無料
●申込期限　６月７日㈮

※ テーマ・講師・場所は変更にな
る場合があります
※１講座のみの受講もできます
※ 全講座受講者に修了証書を渡し
ます
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