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　三陸鉄道㈱は、豪華レトロ列車の
旅を１月26日までの土・日曜日に運
行しています。
列車時刻　盛駅発11時30分～釡石
駅着12時30分～釡石駅発13時５分
～盛駅着14時５分（途中乗降あり）
料金　乗車区間の運賃+ランチまた
はスイーツの料金+座席指定料300円
申込期限　乗車日の３日前
内容　①ハイカラさんアテンダント
による紙芝居の披露②記念乗車証の
プレゼント③絵馬用ホタテ貝殻の販
売
申し込み・問い合わせ　三陸鉄道㈱
盛駅（☎0192-27-1504）

『洋風こたつ列車』を
運行します

日時　１月25日㈯10時～12時
場所　青葉ビル 活動室２
対象　子育て中の人、アレルギー児
を支える人などどなたでも
内容　専門家から子どものアレル
ギー対策などを学ぶ
持ち物　ハンドクリーム
申込期限　１月20日㈪
申し込み・問い合わせ　市子ども課 
（☎22-5121）

【募集】正しいスキンケアで防ごう
子どもの食物アレルギー

　第72回岩手芸術祭小・中学校美術
展の出品作品から優秀作品を展示し
ます。
日時　１月８日㈬～10日㈮
９時～18時（10日は15時まで）
場所　釡石市民ホールTETTO ギャ
ラリー
入場料　無料
問い合わせ　市生涯学習文化スポー
ツ課（☎22-8835）

第72回岩手芸術祭小・中学校
美術展を開催します

　職場のパワハラなど最新の法律の
内容を説明します。
日時　１月21日㈫13時～15時
場所　チームスマイル・釡石PIT
費用　無料
定員　先着130人
申込方法　参加申込書に必要事項を
記入の上、FAXでお申し込みくださ
い。
申し込み・問い合わせ
岩手労働局 雇用環
境・均等室（☎019-
604-3010 FAX019-
652-7782）

【募集】パワハラ対策等法律
説明会

　都合の良い日だけの参加も可能で
す。
日程

開催月 水泳教室
（火曜日）

アクア
（金曜日）

１月 21 28 10 17 24 31

２月 ４ 18 ７ 14 21 28

３月 ３ 10 ６ 13
※水泳教室（大人の水泳教室）、アク
ア（水中運動）
時間　13時～14時
場所　市営プール
対象　健康な人ならどなたでも（高齢
者、初心者問いません）
受講料　１回500円+プール使用料
持ち物　水着、プールキャップ、
ゴーグルなど
講師　渡邉千鶴さん、木川田泉さん
申し込み・問い合わせ　市営プール
（☎22-3190）

【募集】釡石市営プール自主事業
『健康づくりセミナー ウィンターコース』

　公文書って何？公文書と釡石の未
来？公文書の活用を考えるフォーラ
ムです。
日時　１月13日（月・祝）13時30分～
16時10分
場所　チームスマイル・釡石PIT
入場料　無料
講師　福知山公立大学学長
　　　　井口　和起さん
　　　元日本経済新聞社編集委員
　　　　松岡　資明さん
問い合わせ　市総務課（☎27-8411）

「三陸の未来のために公文書
を活かす!」を開催します

日時　１月19日㈰13時～16時
場所　鵜住居公民館 多目的室
内容　新規就農を目指す人に、県・
市町・JA職員が相談対応します。後
継者に農業を継いでもらう支援制度
を知りたい人も相談に応じます。
費用　無料
問い合わせ　大船渡農業改良普及セ
ンター（☎0192-27-9918）

【募集】釡石・大槌地域就農
相談会

パワハラ説明会
参加申込書

　身体と心を整えて、自分自身の
ペースでゆったり まったり 楽しみ
ましょう。
日時　１月17日㈮、２月７日㈮、３
月６日㈮19時～20時
場所　市民交流センター２階 集会
室
受講料　１回500円
持ち物　バスタオル、動きやすい服
装、ヨガマット（貸出用もあり）
講師　阿部直美さん
申し込み・問い合わせ　市民交流セ
ンター（☎24-2241）

【募集】釡石市民交流センター自主事業
『ゆったり　まったり　ヨガ』

釡石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

日時　月～金曜日※祝日、年末年始
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 １月９日㈭、16日㈭、
23日㈭、30日㈭

司法書士 １月17日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

１月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）

…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。

各種相談各種相談
なんでも相談会

日時　１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　１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）
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）

日時　１月19日㈰９時～15時
場所　市教育センター １階フロア
持ち物　購入引換券、現金、窓口に
来る人の身分証明書（代理人による
購入可）
※月～金曜日は、８時30分から17
時15分まで保健福祉センター２階と
各地区生活応援センター（釡石地区
を除く）で販売しています
※販売期間は、１月31日㈮までです
問い合わせ　市商業観光課 プレミ
アム商品券担当（☎22-9261）

釡石市プレミアム付商品券の
休日販売

応募資格　ハローワークに求職手続
きをしている人
費用　無料（テキスト代は自己負担）
募集科　住宅建築施工科(定員10人）
募集期間　１月６日㈪～２月７日㈮
訓練期間　３月３日㈫～８月31日㈪
施設見学　月～金曜日（祝日を除く）
10時と14時の２回実施
申し込み　ハローワーク釡石（☎ 23-
8609）
問い合わせ　ポリテクセンター岩手 遠
野実習場（☎0198-63-1411）

【募集】求職者のための公共職業訓練
ポリテクセンター岩手　遠野実習場　３月入所生

　道路や人家付近などで犬のフンを
片付けないで帰る飼い主がいます。
　一部の飼い主の無責任な行動によ
り、地域住民や他の犬の飼い主が迷
惑しています。
　犬を散歩に連れて行くときはビ
ニール袋などを持ち、フンを必ず持
ち帰り始末してください。
問い合わせ　市環境課（☎27-8453）

犬のフンの後始末は
飼い主の義務です！

支給日　１月10日㈮
対象月　11月～12月分
問い合わせ　市子ども課（☎22-5121）

児童扶養手当を支給します

研修コース名 定員 研修日 申込期限
シーケンス初級 10人 １月16日㈭～17日㈮ １月８日㈬
Excel応用 15人 １月21日㈫～22日㈬ １月14日㈫
シーケンス中級 10人 １月23日㈭～24日㈮ １月15日㈬
シーケンス上級 10人 １月30日㈭～31日㈮ １月22日㈬
研修時間　９時～16時
受講料・テキスト代　Excel応用コースのみテキスト代1,870円、その他は無料
場所　県立宮古高等技術専門校（宮古市松山８-29-３）
申込方法　電話またはFAXでお申し込みください
申し込み・問い合わせ　県立宮古高等技術専門校（☎0193-62-5606　
FAX0193-64-6596）

【募集】令和2年1月能力開発セミナー

支給日　１月10日㈮
支給額　１万7,500円
問い合わせ　市子ども課（☎22-5121）

未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金を支給します　市は、次の市有地を売却します。

① 宅地、桜木町１-64-135、
　面積201.35㎡、価格6,765,360円
② 宅地、桜木町１-64-136、
　面積201.60㎡、価格6,773,760円
③ 宅地、桜木町１-64-137、
　面積201.67㎡、価格6,776,112円
④ 宅地、桜木町１-64-138、
　面積211.92㎡、価格7,247,664円
⑤ 宅地、上中島町２-22-７、
　面積123.65㎡、価格6,417,435円
申込期間　１月６日㈪～２月28日㈮
※申し込み多数の場合は抽選
申し込み・問い合わせ　市資産管理
課（☎27-8416）
　詳しくは、市のホームページでも
ご覧いただけます。

市有地を売却します

申し込み・問い合わせ
市商業観光課 雇用対策室 〒026-8686 只越町3-9-13 ☎27-8421

令和元年度釡石市中小企業退職金共済事業補助金の案内
　市内に事業所を有する中小企業者が、（独）勤労者退職金共済機構と中
小企業退職金共済契約（新規加入契約または掛金増額契約）を締結した
場合、その掛金に対し補助します。
補助の要件　⑴市内に事業所がある中小企業者　⑵補助金申請時、納期
が到来している市税を完納している
補助対象　平成31年１月から令和元年12月までに契約したもの（最大
12カ月分）
※平成30年２月から同年12月までに契約したものも対象となる場合があ
ります
補助額　従業員（釡石市民）１人につき、月掛金の20％、最大各月500円
※掛金増額の場合は、増額分について補助します
申請受付期間　１月６日㈪～31日㈮９時～17時（土・日曜日、祝日を除く）
申請方法
・ 申請書類に必要事項を記入の上、市商業観光課 雇用対策室（第３庁舎
１階）に持参するか、郵送してください

・ 申請書類は市商業観光課 雇用対策室に備え付ける他、市のホームペー
ジからダウンロードできます
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