
ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま日時　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
【専門家相談スケジュール】
専門家 期日

弁護士
10月３日㈭、10日
㈭、17日㈭、24日
㈭、31日㈭

司法書士 10月４日㈮、18日
㈮、11月１日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

10月16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　釡石地区被災者相
談支援センター（☎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

…このマークが付いているものは「かまいし健康チャレンジポイント」の対象です。

日時　11月10日㈰９時30分～16
時50分（予定）
集合場所　釡石地区合同庁舎
見学場所　高田松原津波復興祈念
公園（陸前高田市）、三陸鉄道貸
切列車など
定員　86人
費用　無料　※飲食などは実費
申込期限　10月18日㈮
申込方法　はがき、封書、FAX
またはメールに氏名、住所、電話
番号、人数、参加希望コースを記
載し、応募してください
※応募多数の場合は抽選
※「気仙コース（11/
１開催）」「山田コース
（11/９開催）」もあり
ます。詳しくはホーム
ページをご覧ください
申し込み・問い合わせ　沿岸
広域振興局 復興推進課（☎27-
5521、FAX23-3472、〒026-
0043新町6-50、 bi0001@
pref.iwate.jp）

【募集】「いわて三陸復興見学会
釡石コース」参加者

　橋野鉄鉱山周辺の森林を後世に
残すため、スギの枝打ち作業など
を行います。
日時　10月22日（火・祝）10時～
12時
場所　橋野鉄鉱山三番高炉東側
（橋野第一国有林）
対象　小学４年生以上
定員　20人程度
募集期間　10月１日㈫～11日㈮
申し込み・問い合わせ　市世界遺
産課（☎22-8846）

【募集】「橋野鉄鉱山稼働時代の
森づくり育樹祭」参加者

日時　10月31日㈭９時30分～16
時30分
集合場所　市教育センター
コース　平田追分碑→星座石→本
郷御番所跡→津波記念碑→盛岩寺
→天照御祖神社→屋形遺跡
定員　先着20人
費用　無料
持ち物　昼食、飲み物
申込期限　10月25日㈮
申し込み・問い合わせ　市教育委
員会 総務課（☎22-8832）

【募集】ぶんかざいなんでも体感事業
「平田・唐丹めぐり」参加者

　震災時に岩手県沿岸で炊き出し
キャラバンを行った、いわて三陸
復興食堂のメニューを復活販売し
ます。
日時　10月12日㈯、13日㈰10時
～18時
場所　箱崎フィッシャリーナ（根
浜海岸隣）
内容　食堂ブース、ステージイ
ベント(郷土芸能、音楽ライブな
ど)、ドローン映像体験など
問い合わせ　市商業観光課（☎
27-8421）

いわて三陸復興食堂2019
釡石・根浜

　10月14日（月・祝）と22日（火・
祝）は祝日のため、一般ごみの収
集を休みます。次回収集日は最大
６袋まで収集します。
問い合わせ　市環境課（☎27-
8453）

10月の祝日は一般ごみの
収集を休みます

日時　10月19日㈯9時～13時
（受付：８時30分～）
コース　鈴子公園広場→釡石駅前
→大渡橋→魚河岸テラス→港町→
女坂→港が見える丘→鉄の歴史館
→釡石製鐵所脇国道283号→釡石
駅前→鈴子公園広場
※距離は５㎞と10㎞から選択
参加料　一般300円、中学生以下
無料　※飲み物、雨具など持参
完歩賞　紅白餅
申込期限　10月18日㈮
申し込み・問い合わせ　釡石市
ウォーキング協会事務局（山本
☎090-2279-1064、FAX23-
1064）

【募集】鉄と魚とラグビーのまち
釡石潮騒ウォーク参加者

　県は、10月18日㈮に建築物が
法に適合しているかどうか、県下
全域で公開一斉パトロールを実施
します。建築工事中の人は、現場
での確認表示板の掲示や設計図書
の配置などを確認してください。
　また、この期間中、建築相談所
を沿岸広域振興局土木部に開設し
ます。建築に関するさまざまな相
談に応じます。
※ブロック塀に関する相談は市都
市計画課（☎27-8435）でも受
け付けます
問い合わせ　沿岸広域振興局 土
木部（☎27-5573）

10月15日㈫～21日㈪は
違反建築防止週間です

日時　11月１日㈮13時30分～15
時30分
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　①市の100歳体操の現状②
活動団体の紹介③効果的な運動方
法についての講話
対象　100歳体操に取り組んでい
る団体または興味のある人
申し込み　活動団体は10月15日
㈫までに各地区生活応援センター
へ。団体に所属していない人は申
し込み不要
問い合わせ　市地域包括支援セン
ター（☎22-2620）

いきいき100歳体操
交流会を開催します
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釡石市郷土資料館の
「津波・震災」コーナーをリニューアル

第10回全国虎舞フェスティバル

　釡石市郷土資料館は９月から、常設展示の「津波・震災」の
コーナーに東日本大震災からの「復興のあゆみ」に関する資料
を展示しています。
　このコーナーでは、釡石市における東日本大震災への対応
と、復興事業の内容を学べるパネルを展示している他、一度に
15人程度が視聴できるミニシアターを設置し、震災関連の映像
を見ることができます。
　これまでと同様、釡石を襲った過去の津波、戦災、製鉄に関
する資料を展示している他、11月18日㈪までの期間で企画展
「釡石のHERO展」も開催中です。釡石の歴史をたどってみま
せんか。

パネル展示
　明治三陸の大津波からの歴史や、
東日本大震災の被災状況、復興計画
策定までの経過の紹介や計画の内容
などをパネルで展示しています。
　震災当時と現在の様子を写真で見
比べることができるコーナーの他、被
災資料の展示も行っています。

館内図

ミニシアター
　市が制作した「震災と復興のあゆ
み（約10分）」や、アニメーション「未
来に向けて～防災を考える～（約25
分）」などを大型モニターで視聴でき
る他、市内各地区の復興計画をタッ
チパネルを利用して閲覧することが
できます。

■入場料　無料
■出　演　13団体

　記念すべき第10
回を迎えた全国虎
舞フェスティバル
は、ラグビーワール
ドカップの開催期間
中に開かれます。今
回も全国から趣の異
なる虎舞が集結し演
舞します。ぜひお越
しください。

■タイムスケジュール
10時 オープニングセレモニー
10時20分 かまいしこども園虎舞
10時40分 県立釡石商工高校虎舞委員会
11時 鵜住居虎舞
11時20分 古

こ
閑
がの
迫
さこ
寅舞（熊本県御船町）

11時40分 平田虎舞
12時 白浜虎舞
12時20分 城山虎舞（大槌町）
12時45分 箱崎虎舞
13時 5分 只越虎舞
13時25分 錦町虎舞
13時45分 尾崎町虎舞
14時 5分 湊虎舞（青森県八戸市）
14時25分 釡石虎舞保存連合会

問い合わせ 釡石市郷土資料館　☎22-2046
市生涯学習文化スポーツ課　芸術・文化係　☎22-8835

問い合わせ　（一社）釡石観光物産協会　☎22-5835

10月６日㈰10時開演（開場９時30分）
釡石市民ホールTETTO

日　時
場　所
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各種相談各種相談
なんでも相談会

日時　10月12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　10月17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）

障がい者就職相談会
日時　10月29日㈫14時～15時30分
場所　釡石地区合同庁舎４階
内容　企業ごとに設置されたブース
を求職者が個別訪問し、就職相談と
情報交換を行います
申込期限　10月22日㈫
申し込み　ハローワーク釡石（☎23-
8609）
ひとり親家庭の親等のための

無料法律相談
日時　11月１日㈮10時～15時
場所　釡石地区合同庁舎 相談室
対象　ひとり親家庭の親など
内容　離婚、養育費、日常生活での
困り事など
対応　弁護士
申し込み・問い合わせ　沿岸広域振
興局 保健福祉環境部（☎25-2702）、
（一社）岩手県母子寡婦福祉連合会
（☎019-623-8539）
宮古児童相談所巡回相談（要予約）
日時　11月７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への助
言・指導、必要により医学的・心理
学的判定
申込期限　10月25日㈮
申し込み・問い合わせ　市子ども課
（☎22-5121）
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
する、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）

市営（復興）住宅の入居者を募集します

問い合わせ　（一財）岩手県建築住宅センター沿岸支所
大町１-４-７　大町復興住宅４号棟１階　☎55-5742

問い合わせ　（公財）岩手県市町村振興協会　☎019-651-3461

問い合わせ　釡石消防署　☎55-6117

ハロウィンジャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボミニ発売中!

コミュニティ助成事業（宝くじの助成金）で
備品を整備しました

◆受付期間 
10月１日㈫～11日㈮　土・日
曜日を除く９時～17時
◆入居指定日
11月15日(金)
※この日に入居しない場合
も、この日から家賃は発生し
ます
◆申込方法
入居要件の確認が必要ですの
で、まずはお問い合わせくだ
さい
※全ての市営（復興）住宅に、
震災で被災していない人も入
居できるようになりました。
ただし、震災で住宅を失った
世帯などからの申し込みが優
先されます
◆その他
・ 申し込み多数の場合は、抽
選となります
・ 入居の際には連帯保証人が
必要です

○入居者を募集する市営(復興)住宅
住宅名 募集戸数

上中島復興１号棟 ２LDK：４戸
上中島復興３号棟 １LDK：１戸
上中島復興５号棟 ２LDK：１戸
野田復興 ３DK：１戸
只越復興５号棟 ２LDK：１戸

大町復興１号棟 １LDK：２戸
２LDK：１戸

大町復興２号棟 １LDK：１戸
天神復興 ２LDK：２戸
大只越復興２号棟 ２LDK：１戸
浜町復興 ２LDK：１戸
大石復興（戸建て）１LDK：１戸
根浜復興（戸建て）２LDK：１戸
※単身での２LDKおよび３DKの申
し込みはできません

 この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ます。

発売期間 10月18日㈮まで

※各１枚300円
※ 宝くじ公式サイトでも購入できます

 （一財）自治総合センターは、宝くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源にコミュニティ活動に対する助成を
行っています。この助成を受けて、正福寺幼稚園幼年消防クラブが
防火パレードに使用する鼓笛隊セットを更新整備しました。

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

　昔から愛される地域グルメや県
産食材を使ったおいしいものを、
お腹いっぱいお楽しみください。
日時　10月12日㈯、13日㈰12時
～21時
場所　大町イベント広場
出店　県内ワインや地域グルメの
飲食店７団体（予定）
問い合わせ　市商業観光課（☎
27-8421）

はらぺこ　きっちん

日時　10月19日㈯13時30分～15
時30分
場所　市保健福祉センター９階
内容　「リンパ浮腫について」医
療リンパドレナージセラピスト　
熊谷幸子さん
対象　リンパ浮腫で悩んでいる人
やその家族、リンパ浮腫について
知りたい人
定員　先着25人　※無料
申し込み　市健康推進課（☎22-
0179）
問い合わせ　がん患者と家族・支
援者の会　盛岡かたくりの会事務
局（浦田☎019-667-2440）

リンパ浮腫がんサロンを
開催します

対象　交通事故で父または母を亡
くした子どものうち、平成31年４
月に小学校、中学校、高校（同程
度の学校を含む）、大学（短大、
高等専門学校、それと同程度の学
校を含む）に入学した子ども。
支給額　小学校入学者３万円、中
学校入学者６万円、高校入学者
９万円、大学入学者15万円
申請期限　10月31日㈭
※支給条件、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　市教育委員会 総務
課（☎22-8832）

令和元年度交通災害遺児
奨学資金を支給します

公演日　令和２年２月16日㈰
※２回公演
場所　釡石市民ホールTETTO
演目　釡石の赤ひげ　小泉日出雄
伝（３幕９場）
募集内容　キャスト：25人程度。
年齢不問。週3～4回、本読みや
稽古があります。スタッフ：高校
生以上。舞台づくりなどの軽作業
を行います
応募期限　キャスト：11月30日
㈯、スタッフ：随時
問い合わせ　釡石市民劇場実行委
員会（久保☎090-7798-2307、
佐藤☎090-7936-3783）

【募集】未経験者歓迎
釡石市民劇場キャスト、スタッフ

　対象者限定のプレミアム付商品
券を利用できる店舗は、店頭にの
ぼり旗やポスター、ステッカーを
掲示しています。また、購入引換
券に同封の加盟店一覧表をご確認
ください。
　プレミアム付商品券の申請書が
お手元にある人は、11月30日㈯
（当日消印有効）までに提出して
ください。
利用期間　10月１日㈫～令和２
年３月15日㈰
問い合わせ　市商業観光課プレミ
アム付商品券担当（☎22-9261）

釡石市プレミアム付商品券は
10月１日㈫から利用できます

　10月開催予定の作品展示会、
表彰式は都合により12月に延期
します。
問い合わせ　釡石市「海の日」実
行委員会事務局（市水産課 ☎27-
8427）

釡石市「海の写真・絵画」コンクール
作品展示会と表彰式を延期します

　この週間にちなみ、行政相談委
員が相談所を開設します。
日時・場所　①10月16日㈬平
田地区生活応援センター②10月
17日㈭市消費生活センター③10
月18日㈮甲子地区生活応援セン
ター
※時間はいずれも13時30分～16時
内容　国や県、市、独立行政法
人・特殊法人などの仕事に関し
て、困っている事などの相談。東
日本大震災に係る相談も受け付け
ます
費用　無料
問い合わせ　市総務課（☎27-8411）

10月7日㈪～13日㈰は
「行政相談週間」です

支払日　10月10日㈭
対象月　６月～９月分
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

児童手当を支給します

日時　10月11日㈮①10時～11時
30分②14時～15時30分（受付：
各15分前～）
場所　釡石税務署２階会議室
内容　消費税の軽減税率制度の内
容や申告方法
対象　全ての事業者（個人、法人
を問いません）
定員　各30人　※予約不要
問い合わせ　釡石税務署（☎25-
3104）

消費税の軽減税率制度に関する
説明会

対象　令和元年10月現在、高校
や大学など（短大、専門学校、大
学院を含む）に在学中で、保護者
または本人が市内に住所を有し、
優れた資質を有しながら経済的に
困っており、他の貸与型の奨学金
を受けていない人
貸与期間　10月から正規の修学
期間
定員　若干名
貸与月額　高校１万6,000円以
内、大学など４万5,000円以内
申込期限　10月31日㈭
※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　市教育委員会 総務
課（☎22-8832）

【募集】令和元年度秋期釡石市
育英会奨学生

実施期間　11月11日㈪～22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：660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：880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
※シルク綿、綿入れ丹前、綿入れ
はんてんは利用できません
申込期間　10月１日㈫～18日㈮
問い合わせ　市高齢介護福祉課
（☎22-0178）

寝具の洗濯、乾燥、消毒
サービス
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