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※「すこやかアイドル」では、子どもの笑顔とお家の人からのメッセージを紹介します
　 １～５歳くらいのお子さんの写真を広報に掲載しませんか？
　 希望の場合は市広聴広報課（☎27-8419）までご連絡ください
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笑顔がかわいい壱樹くん
元気で楽しく過ごそうね

優しくて強いヒーローに
なってね

いつもにこにこ
元気いっぱい大きくなってね♡
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り

※「フレッシュ！きらり」では、まちで見かけた次代を担う青年男女を紹介します

　この４月にラグビートップリーグのNECグリーン
ロケッツから釜石シーウェイブス（SW）に移籍。釜
石市役所総務課に勤務し、SWの選手としても活動し
ています。
　今シーズンはラグビーワールドカップ開催による日
程の関係でトップリーグとの入れ替えは行われません
が、チームはトップチャレンジリーグ４位以内を目標
に掲げています。
　11月16日㈯と23日（土・祝）に釜石鵜住居復興スタ
ジアムで開催される開幕２連戦は、チーム全員が重要
な試合であると意識し、One Teamとなり練習に取
り組んでいます。
　日頃から常に考えているのは、小さなことでも誰かの力になりたいということ
です。職場や日常生活やラグビーにおいて、縁があってお世話になっている感謝
を忘れず、少しでも釜石の力になれるよう過ごしたいと考えています。
　釜石SWが地域に根差したチームになるよう、チームが強くなることと、チー
ムから地域の皆さんに寄り添っていきたいと考えています。市民の皆さんもまち
で選手を見かけたら気軽に声をかけてください。
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（28歳・上中島町）北海道出身

釡石市役所勤務
釡石シーウェイブスRFC選手

釜石での時間を大切に、釜石の力になりたい
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　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　12月４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

　土地区画整理法に基づき、換地
計画の縦覧を行います。この計画に
意見がある場合は、縦覧期間中に
意見書を提出することができます。
期間　11月18日㈪～12月１日㈰
８時30分～17時15分※土・日曜
日、祝日も縦覧できます
場所　市都市整備推進室（市役所
第５庁舎１階）
問い合わせ　市都市整備推進室
（☎27-8437）

鵜住居地区の換地計画の
縦覧を行います

　労働保険は、政府が管理、運営
している強制的な保険です。労働
者（パート、アルバイトを含む）
を１人でも雇っていれば、加入し
なければなりません。
問い合わせ　岩手労働局総務部
労働保険徴収室（☎019-604-
3003）、釡石労働基準監督署（☎
23-0651）、釡石公共職業安定所
（☎23-8609）

事業主の皆さんへ
労働保険に加入しましょう

価格（消費税込み）岩手県民手
帳：700円、岩手県能率手帳：
800円
販売期限　令和２年１月22日㈬
※各手帳のサイズや内容はお問い
合わせください
問い合わせ　市総合政策課（☎
27-8413）

2020年版岩手県民手帳・岩手県
能率手帳を販売しています

日時　12月７日㈯13時30分～
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　【第１部】本当のクリスマス
【第２部】皆様とご一緒に歌うひと
とき
入場料　無料
問い合わせ　歌による出会いコン
サート企画（渡邊☎070-5527-
8689）

歌とナレーションでつづる
クリスマスコンサート

　購入対象者と思われる人に、８
月から順次申請書を送付していま
す。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。商品券は
令和２年１月31日㈮まで購入で
きます。
※申請書を提出していない場合
は、商品券を購入できません
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の
申請書の提出期限は11月30日㈯です

日時　11月26日㈫10時～11時
場所　青葉ビル
内容　災害時に使える網みひも体
験や普段の生活の中でできる備え
を学びます
対象　釡石市と大槌町在住の子育
て中の母と妊婦
定員　15組（子連れ・単身可）
費用　無料
申込方法　氏名、電話 番号、メール
アドレス、子ども同伴の有無を記入
しメール（manmaru_kamaishi@
yahoo.co.jp）または申し込みサイ
トへ
申込期限　11月22日㈮
問い合わせ　まんま
るぽっと（☎090-
2981-1135　月・
水・金曜日９時～
16時）

「母と子の防災講座inかまいし」
を開催します

　家庭で飼われている鶏などの家
きんは、渡り鳥から鳥インフル
エンザに感染する可能性があり
ます。鶏舎への野鳥の侵入防止や
消毒などの予防対策を必ず行いま
しょう。
　家きんの健康状態を毎日観察
し、異常が見られた場合は、最寄
りの獣医師または県県南家畜保健
衛生所に連絡してください。
問い合わせ　県県南家畜保健衛生
所（☎0197-23-3531）

高病原性鳥インフルエンザなどの
発生を予防しましょう

　市は、将来市内の施設で医療・福祉などの従事者として就職しようと
する学生に対し、奨学金の貸し付けを行います。この奨学金は、貸付期
間に相当する期間、釡石市内の施設で医療、福祉などに従事した場合、
返還が免除されます。

対象職種
看護師、歯科衛生
士、歯科技工士、
精神保健福祉士

社会福祉士、介護
福祉士

保育士、幼稚園教
諭、保育教諭

募集人員 １人 ３人 １人

貸付額 毎月５万円

応募期限 12月27日㈮

その他 ・申請書類など詳しくはお問い合わせください
・貸付決定には審査があります

申し込み・
問い合わせ

市地域医療連携推
進室
☎22-0179

市高齢介護福祉課
高齢介護係
☎22-0178

市子ども課
次世代育成係
☎22-5121

第３次募集　医療・福祉関係の学生対象　奨学金を貸与します
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移動図書館「しおかぜ」

12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

４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

５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

６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

11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

13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

14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 13:15～ 13:45
松倉新日鉄アパート前（3号棟付近）13:55～ 14:25

17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

18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

20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

25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㈭
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
澤口製パン前 11:45～ 12:15
鵜住居公民館前 13:15～ 13:45

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

図書館　12月の休館日
２日、９日、16日、23日、29～31日

「釡石市働く婦人の家」特別講座　受講者募集

◆対象　市内在住、在勤の人
◆場所　市働く婦人の家
◆ 申込方法　11月20日㈬８時30分から電話 または窓口で直接受け付け
※定員になり次第締め切ります
※受講決定後のキャンセルは早めにご連絡ください
◆ 内容

科目 定員 日時 持ち物 受講料
（教材費）

洋食講座（フライパ
ンで作るロースト
ビーフ）

８人 12月1日㈰
10時～12時

エプロン、三角
巾、密閉容器 2,500円

おいしい餃子づくり
講座（本場の水餃
子）

12人 12月6日㈮
10時～12時

エプロン、三角
巾、密閉容器 600円

パッチワーク講座
（キルトで作るミニ
バッグ）

10人
12月7日㈯、
14日㈯
10時～12時

裁縫セット 1,500円

スイーツ講座（ク
レープで作るクリ
スマスケーキ）

10人 12月23日㈪
10時～13時

エプロン、三角
巾、密閉容器 1,000円

生花講座（お正月を
生花で飾りましょう） 20人 12月27日㈮

10時～12時
花切りばさみ、
新聞紙、花包み 2,000円

…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。

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

日時　11月30日㈯13時～14時45
分
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　はまと神経内科クリニック
院長 濱登文寿さんの講演と介護
事業所による事例発表
費用　無料
問い合わせ　認知症の人とあゆむ
会事務局（細川☎25-0650）

認知症介護講演会を
開催します

期間　11月22日㈮～24日㈰９時
～18時（24日㈰のみ17時まで）
場所　青葉ビル
内容　油彩、水彩、日本画、色鉛
筆画、切り絵などの展示
入場料　無料
※23日（土・祝）、24日㈰は切り絵
体験講座、24日㈰11時～宮沢賢
治のかたりの会を開催
問い合わせ　サムディ45事務局
（橘

きつ
内
ない
☎090-7321-9552）

美術集団サムディ45
第53回展

申し込み・問い合わせ　市働く婦人の家　☎23-2017

釡石市の人口と世帯（10月）
男 15,719人（－ 33人）
女 17,369人（－ 46人）

合　計 33,088人（－ 79人）
世　帯 16,360世帯（－ 24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　11月27日㈬、12月11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　12月５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　12月12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　12月17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）

消費者ホットライン188
内容　契約や悪徳商法によるトラブ
ル、製品を使用しての事故など
ホットライン　☎188（局番なし）
問い合わせ　市消費生活センター
（☎22-2701）

夜間納税相談
期日　11月27日㈬、28日㈭、29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　11月24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

【国民健康保険税５期】
納期限＝12月２日㈪

休日当番医・薬局・歯科医（12月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

１ 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

８ 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

15 日
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

22 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

29 日
道又内科小児科医院

大槌町
☎42-2500

ひょっこり薬局 ☎27-5220

30 月
神林医院

甲子町
☎23-6635

中田薬局松倉店 ☎23-1230

31 火
小泉医院

中妻町
☎23-5157

ハロー薬局 ☎23-8455
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
１ 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
８ 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182
15 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
22 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎22-6480
29 日 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311

問い合わせ　市広聴広報課 広聴係　☎27-8419

「みんなの声の箱」をご利用ください
　市民の皆さんからのご意見、提言などを可能な限り市政運営に反
映させるため、市は「みんなの声の箱」を設置しています。身近な
問題から将来に向けての提言まで、分野は問いません。紙（用紙は
自由）に記入の上、ご意見をお寄せください。
● 設置場所　市役所第１庁舎正面玄関脇、各地区生活応援センター、
市保健福祉センター、市教育センター、図書館
※ この他にも、市のホームページのお問い合わ
せフォームや「市政に対する意見・提案」の
フォームから、ご意見、提言などをお寄せい
ただけます
※ 住所、氏名の記入をお願いします。匿名の場
合は、回答をお送りしません

　釡石警察署は、運転免許証を自
主返納する人のうち、希望する人
に「卒業証書」をお渡しします。
また、長年の安全運転はご家族の
協力の賜物であるため、希望する
人には家族の名前も記載します。
自主返納窓口　沿岸運転免許セン
ター（中妻町）
自主返納や運転経歴証明書の申請
に必要な物　運転免許証、運転経
歴証明書交付手数料 1,100円（岩
手県収入証紙）
問い合わせ　釡石警察署交通課
（☎25-0110）

運転免許証の自主返納を
考えている皆さんへ

※【コース名】①研修期間②定員
③テキスト代④申込期限
【Excel基礎】①12月３日㈫、４日
㈬②15人③1,870円④11月25日
㈪
【ホームページ作成応用（PR動画活
用）】①12月12日㈭、13日㈮②15
人③2,178円④11月27日㈬
【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】12月能力開発セミナー
受講者
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