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危機対応学トークイベントを開催します

◆日時　11月16日㈯15時～16時30分
◆場所　釡石情報交流センターラウンジ
◆テーマ　「線路は続くよ：三陸鉄道の危機対応とこれから」
◆出演者　
〔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〕
　　三陸鉄道㈱　代表取締役社長　中村一郎さん
◆対象　どなたでも参加できます
◆参加費　無料
◆申込期限　11月15日㈮　※当日参加も可

申し込み・問い合わせ　市総合政策課 企画調整係　☎27-8413

参加者
募　集

…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。

　大型遊具やボールプールなどで
思いっきり遊びましょう。
日時　10月20日㈰10時15分～13
時15分
場所　中妻体育館
対象　０歳～就学前の子と保護者
※必ず保護者同伴のこと
持ち物　体育館用シューズ
問い合わせ　東日本大震災いわ
て子ども支援センター（☎019-
681-2514）

子どもの屋内型遊び場
「わんぱくひろば」を開催します

日時　11月９日㈯13時30分～
場所　県立宮古高校（宮古市）
申込期限　10月25日㈮
※申し込み方法など詳しくはお問
い合わせください
問い合わせ　県立宮古高校通信制
（☎0193-63-7428）

県立宮古高校
通信制説明会

　焼き芋や虫探しなど、親子で秋
を楽しみませんか。（雨天中止）
日時　10月26日㈯10時30分～12
時30分
場所　くりりんの森（栗林町道々
バス停付近）
対象　就学前の子と保護者
費用　無料
服装　汚れてもいい動きやすい
服・靴、帽子
持ち物　弁当（おにぎり）、飲み
物、虫取りをしたい人は虫かご・
網
申込期限　10月21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秋」参加者

　市は、甲子柿の生産振興のた
め、小枝柿の木の所有状況を調査
しています。小枝柿の木を1本で
も所有している人、未収穫の圃

ほ
場
じょう

をお持ちの人は、連絡をお願いし
ます。
問い合わせ　市農林課（☎27-8426）

甲子柿の材料となる小枝柿の木の
所有状況を調査しています

　県内のパン屋さんが集結。各地
のご当地パンをお楽しみくださ
い。
日時　10月19日㈯、20日㈰10時
～18時
場所・出店数（予定）　大町イベン
ト広場（イオンタウン釡石前）お
よび釡石市民ホール（ファンゾー
ン）13団体
問い合わせ　市商業観光課（☎27-
8421）

かまいし秋のパンまつり

　10月は「土地月間」です。土地の
有効活用のため、市内で大規模な
土地取引を行う場合は、国土利用
計画法に基づき、契約を結んだ日
から２週間以内に届け出が必要で
す。忘れずに届け出ましょう。
届け出が必要な土地取引の面積
都市計画区域内　5,000㎡以上
都市計画区域外　1万㎡以上
問い合わせ　市総合政策課（☎
27-8413）

一定面積以上の土地取引は
届け出が必要です

　「どんなお仕事があるの」「何
をお願いできるの」などの疑問に
お答えします。
日時　10月30日㈬13時30分～15
時
場所　釡石情報交流センター２階
会議室
問い合わせ　（公社）岩手県シル
バー人材センター連合会（☎019-
621-8671）、（公社）釡石市シル
バー人材センター（☎22-2182）

高齢者活躍人材確保育成事業
シルバー人材センター説明会

日時　10月26日㈯14時～16時
場所　釡石市民ホールTETTO
テーマ　認知症の人を正しく理解
し、支えよう～認知症の人にやさ
しいまちづくりに向けて～
内容　【第１部講話】①自動車運
転免許の自主返納について②高齢
者の自動車運転　【第２部実践
編】①あたまとからだの健康スト
レッチ②癒しのソプラノ“心の歌”
費用　無料　※申し込み不要
問い合わせ　釡石医師会（☎23-
7875）

第17回釡石・大槌地域
健康講座を開催します

　今回のトークイベントは、三陸鉄道とその沿線地域の震
災復興への道のりやさまざまな問題への対応、リアス線誕
生の意義と課題、そして三陸鉄道の今後の展開について議
論します。

はしの四季まつり

問い合わせ　橋野町振興協議会事務局　☎090-4639-3225

第
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　地区の住民、事業者、地権者の
皆さんの参加をお待ちしていま
す。（申し込み不要）
日時　10月31日㈭14時30分～
場所　唐丹地区生活応援センター
内容　工事の進

しん
捗
ちょく
状況と今後のス

ケジュールなど
問い合わせ　市復興推進本部事務
局（☎27-8479）

小白浜地区復興まちづくり協議会・
地権者連絡会

　10月18日㈮～20㈰の3日間開
催されます。どうぞお楽しみくだ
さい。
10月18日㈮　尾崎神社宵宮祭
10月19日㈯　曳き船まつり、釡石
製鉄所山神社宵宮祭
10月20日㈰　尾崎神社・釡石製
鉄所山神社合同祭、両神社神輿市
内渡御・郷土芸能披露
※10月20日㈰には、特設おまつ
り広場（大渡町から只越町の間に
開設）に浅草サンバ、山形花笠踊
り、盛岡さんさ踊りがやってきま
す
※詳しくは折り込みチラシをご覧
ください
問い合わせ　（一社）釡石観光物産
協会（☎27-8172）

釡石まつり

　小山ゆうこさん（釡石市出身）の
歌声に夫の昭雄さんのファゴット、
ホルガ―・ドミニック・シュペッ
クさんのピアノが華を添えます。
日時　10月31日㈭18時30分（開
場18時）
場所　釡石市民ホールTETTO
入場料　全席自由一般1,000円、
高校生以下500円、未就学児無料
（当日券同じ）
問い合わせ　釡石市民ホール（☎
22-2266）

小山ゆうこ～メゾ・ソプラノの魅力～
コンサートを開催します

　児童生徒の学習活動を公開しま
す。ご自由にご参観ください。
【本校舎（定内町）】
期間　10月21日㈪～26日㈯9時
30分～12時（22日（火・祝）を除
く）※26日㈯は学習発表会
【高等部（釡石高校内）】
期間　10月21日㈪～24日㈭13時
～15時（22日（火・祝）を除く）
問い合わせ　県立釡石祥雲支援学
校（☎23-0663）

県立釡石祥雲支援学校
「第２回学校へ行こう週間」

日時　10月26日㈯受付9時～11
時、13時～14時30分
場所　市保健福祉センター９階
対象　７月～８月に国保特定健
診、後期高齢者健診を受診できな
かった人
※持ち物、料金など詳しくはお問
い合わせください
問い合わせ　国民健康保険の人：
市市民課国保年金係（☎27-8450
　内線222）、後期高齢者医療制
度の人：市市民課医療給付係（☎
27-8450　内線232）

国保特定健診・後期高齢
者健診を追加実施します

●無料バス運行表（行き）
時刻 主な通過バス停
9：50 洞泉雇用促進住宅前
9：55 松倉駅前
10：00 小佐野駅前
10：05 昭和園前
10：10 釡石駅前
10：15 釡石中央
10：25 鵜住居
10：35 砂子畑
10：40 上栗林
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※帰りは橋野どんぐり広場を13時に出発します

【無料バスを運行します】
　会場まで黄色の貸し切りバスを運行します。
利用希望者は11月１日㈮までに㈱岩手旅行社
（☎31-1300）へ申し込んでください。

一般供用開始　12月１日㈰
応募期限　10月31日㈭
※応募要件、応募方法など詳しく
はお問い合わせください
申し込み・問い合わせ　市生涯学
習文化スポーツ課（☎22-8835）

【募集】釡石市民体育館に
自動販売機を設置する事業者

日時　11月3日（日・祝）13時～16
時
場所　大槌町文化交流センターお
しゃっち（大槌町末広町）
内容　①人形劇②講演「フィンラ
ンドの対話のある街～一人一人が
生きやすい地域～」みどりの杜ク
リニック院長　森川すいめい さ
ん③シンポジウム「こころを支え
る人と人とのつながり」
申込期限　10月25日㈮
申し込み・問い合わせ　釡石保
健所（☎25-2710）、市健康推進課
（☎22-0179）

釡石大槌地域「いのちを支える」
シンポジウムを開催します

　令和２年４月に市内各小学校に
入学するお子さん（平成25年４
月２日から平成26年４月１日生
まれ）の健康診断を11月に実施
します。日程などは市教育委員会
から通知しますので、対象となる
お子さんは、必ず受診してくださ
い。
問い合わせ　市学校教育課（☎22-
8833）

令和2年4月入学児童の
健康診断を実施します
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１日㈮
浜町 篠原浩さん宅前 9:20～ 9:45
松原公園付近 10:00～ 10:20
平田地区生活応援センター 10:40～ 11:00
SMC㈱釡石 第1工場 12:15～ 12:45

６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

７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

９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 10:45～ 11:15
上平田 教職員アパート駐車場 11:20～ 11:50
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

13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
釡石市福祉作業所 14:30～ 14:45

15日㈮
鵜住居幼稚園 9:30～ 10:15
鵜住居小学校 10:15～ 10:30
鵜住居町 日向アパート前 10:40～ 11:10
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

19日㈫
かまいしこども園 9:00～ 9:30
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

21日㈭
かまいしワーク･ステーション 9:45～ 10:15
五葉寮前 10:25～ 10:55
鵜住居 田郷地区（仮設A･B棟） 11:05～ 11:30
鵜住居 田郷地区（仮設C･D棟） 11:35～ 11:55
澤口製パン前 13:00～ 13:30
鵜住居公民館前 13:40～ 14:10

22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 10:45～ 11:05
洞泉 市営住宅前 11:15～ 11:45
洞関地区コミュニティ消防センター前 13:35～ 14:05

26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

27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 9:50～ 10:15
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

29日㈮
大平町 望洋ケ丘集会所前 9:20～ 9:45
唐丹公民館前 10:05～ 10:30
平田駅前 10:50～ 11:20
岩手大学 釡石キャンパス 13:00～ 13:30

図書館　11月の休館日
４日、11日～15日、18日、25日

移動図書館「しおかぜ」

11月巡回日程

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

　オストメイト（人工肛門・人工膀
胱保有者）のための講習会です。
日時　10月19日㈯13時30分～16
時
場所　県立釡石病院２階大会議室
対象　オストメイトとその家族、
医療従事者など
費用　無料　※申し込み不要
問い合わせ　市地域福祉課（☎22-
0177）

ストーマケア講習会を
開催します

蔵書点検期間　10月25日㈮～11
月22日㈮
※期間中、一部図書の貸し出しが
できない場合があります
※期間中に図書の蔵書データを読
み取るボランティアを募集してい
ます。詳しくはお問い合わせくだ
さい
臨時休館　11月12日㈫～15日㈮
※移動図書館は除く
問い合わせ　図書館（☎25-2233）

図書館の蔵書点検を行います
ボランティア募集と臨時休館のお知らせ

　県内には、さまざまな理由から
家庭で暮らすことができなくなっ
た子どもたちがたくさんいます。
そのような子どもたちを自宅に迎
え入れ、養育する人が里親です。
里親に興味がある人は最寄りの児
童相談所にご相談ください。
問い合わせ　宮古児童相談所（☎
0193-62-4059）

里親制度は健やかな育ちの場を求
める子どもたちのための制度です

　募金箱に寄せられた義援金は、
釡石市から被災地千葉県に、全額
届けられます。
募金箱設置期間　10月31日㈭ま
で（土・日曜日、祝日を除く）
設置場所　市市民課、市地域福祉
課、各地区生活応援センター
問い合わせ　市地域福祉課（☎22-
0177）

台風第15号千葉県災害義援
金にご協力をお願いします

　資格・経験のない人もお気軽に
ご参加ください。
日時　10月23日㈬13時～16時
場所　釡石・大槌地域産業育成セ
ンター２階
対象　介護の仕事に就職、転職を
希望する人、関心のある人
申し込み・問い合わせ （社福）岩
手県社会福祉協議会福祉人材セ
ンター（山口☎080-1651-6204、
FAX31-1400）

小規模介護事業所による
合同就職面談会

　募金箱に寄せられた義援金は、
日本赤十字社を通じて、全額が被
災者に届けられます。
募金箱設置期間　令和２年２月
27日㈭まで（土・日曜日、祝日、年
末年始を除く）
設置場所　市市民課、市地域福祉
課、各地区生活応援センター
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

８月豪雨災害（佐賀県）義援金に
ご協力をお願いします

釡石市の人口と世帯（９月）
男 15,752人（－ 27人）
女 17,415人（－ 18人）
合　計 33,167人（－ 45人）
世　帯 16,384世帯（－ 9世帯）

※（　）は前月比

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　10月23日㈬、11月13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）

住宅再建相談会
日時　10月27日㈰10時～12時30
分、13時30分～16時
場所　青葉ビル 
内容　公的支援制度、住宅融資、住
宅再建関係、弁護士相談、「住まい
の復興給付金」申請相談など
問い合わせ　市生活支援室（☎22-
1171）※次回開催12月22日㈰予定

人権相談
日時　11月１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）

公証相談（要予約）
日時　11月７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）

出張年金相談（要予約）
日時　11月14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　11月19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）
身体障がい者巡回相談（要予約）
日時　11月22日㈮13時30分～16時
30分
場所　市保健福祉センター９階
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、相談料無料
申込期限　11月13日㈬
申し込み　市地域福祉課（☎22-0177）

夜間納税相談
期日　10月29日㈫、30日㈬、31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）

休日納税相談
日時　10月27日㈰９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

今月の
納　 税

【市県民税３期】
【国民健康保険税４期】
納期限＝10月31日㈭

休日当番医・薬局・歯科医（11月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

３ 日・祝
国立釡石病院 定内町 ☎23-7111
中田薬局小佐野店 小佐野町 ☎21-3355

４ 月・休
大槌おおのクリニック

大槌町
☎44-3122

ハーブ薬局 ☎44-3171

10 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

17 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891

23 土・祝
藤井クリニック

只越町
☎27-8857

ツルハドラッグ釡石店 ☎31-2268

24 日
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

おおぞら薬局 ☎31-2030
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話番号
３ 日・祝 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311
10 日 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315
17 日 歯科福成医院 新町 ☎25-0105
24 日 かっし歯科医院 甲子町 ☎25-2785

　森林を適切に維持管理するた
め、森林の立木を伐採するときは
事前に届け出が必要です。業者
に依頼するときは、森林所有者と
業者の連名で届け出ましょう。ま
た、造林、転用したときも報告が
必要です。
【届出・報告時期】
伐採するとき　伐採を始める90
日前～30日前
造林(植栽や天然更新など)したと
き　造林完了後30日以内
転用したとき　伐採後30日以内
※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　市農林課（☎27-
8426）

森林の伐採には
届け出が必要です

日時　10月30日㈬13時～15時
場所　特別養護老人ホームアミー
ガはまゆり（小佐野町）
内容　基礎的な介護技術を学びます
費用　無料
申込期限　10月28日㈪
申し込み・問い合わせ　はまゆり
在宅介護支援センター（小山☎
25-0650）

【募集】「介護技術講座」
参加者

日時　11月６日㈬10時30分～15
時
場所　三陸花ホテルはまぎく
※バスで送迎します
対象　要介護２以上の高齢者を介
護している65歳以上の人
定員　20人程度
費用　無料
申込期限　10月25日㈮
※事業に参加している間は、代わ
りのヘルパーを無料で派遣
申し込み・問い合わせ　釡石市社
会福祉協議会 指定居宅介護支援
事業所（☎31-1400）、または
市内各居宅介護支援事業所へ

【募集】家族介護者交流支援事業
ほっと一息リフレッシュ事業参加者
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