
P u b l i c  R e l a t i o n s  L o u n g e
市 民 の ひ ろ ば 

すこやか
アイドル

※「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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たくさん笑おうね！
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たくさん食べて　たくさん遊んで
大きくなろうね!!
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元気で優しい子に育ってね。
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元気いっぱいのひまり☆
優しく明るく育ってね!!

虎舞大好き♡これからも
ニコニコ元気に育ってね!!

いっぱい食べて
大きく育ってね!!

　仙台フィルハーモニー管弦楽団第２バイオリン副首席奏者小
川有紀子さんのコンサート。モーツァルトにスポットを当て、
聴き馴染みのある曲や名曲をお届けします。

日時　２月22日㈯13時30分（開場13時）
場所　釡石市民ホールTETTO ホールB
出演　小川有紀子（バイオリン）、鳥羽亜矢子（ピアノ）
プログラム（予定）
アイネ・クライネ・ナハトムジークより第１楽章／おもちゃの
シンフォニー／きらきら星変奏曲他

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
チケット取扱　釡石
市民ホール、東山堂
釡石事業センター、
イオンスーパーセン
ター釡石店、シーサ
イドタウンマスト
他、指定プレイガイ
ドで発売中

　「国際音楽祭NIPPON」の芸術監督を務める諏訪
内晶子さんが珠玉のメンバーとともに釡石へ。東日
本大震災被災地を応援するため、特別に無料で開催
されます。至高のハーモニーをお楽しみください。
日時　３月12日㈭18時30分（開場18時）
場所　釡石市民ホールTETTO ホールA

プログラム（予定）
イザイ：《２つのバイオ
リンのためのソナタ》
より第３楽章／ブラー
ムス：ピアノ三重奏
曲第３番 Op.101／ド
ヴォルザーク：ピアノ
五重奏曲第２番 イ長調 
Op.81
入場料　無料（要整理
券）未就学児の入場は
ご遠慮ください
整理券配布　釡石市民
ホール他で配布中

国際音楽祭NIPPON 2020
東日本大震災復興応援コンサート in 釡石

～諏訪内晶子＆フレンズ～

小川有紀子ヴァイオリンコンサート
～やさしいモーツァルト曲集～

諏訪内晶子
バイオリン
小川有紀子

問い合わせ　釡石市民ホール ☎22-2266

ピアノ
鳥羽亜矢子
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InformationInformationInformationままま

　蜜蜂を飼育している人（計画を
含む）は、毎年１月１日現在の
飼育群数と年間の飼育計画を提
出してください。趣味で飼育する
人も対象です。様式は、県のホー
ムページからダウンロードできま
す。
提出期限　１月31日㈮
提出先・問い合わせ　沿岸広域振
興局農林部（☎ 25-2704）

蜜蜂の飼育者は届け出を
 忘れずに

日時　２月１日㈯10時～12時、
13時～15時（受付は14時30分ま
で）
場所　釡石情報交流センター２階
対象　①中途退職者で源泉徴収額
があり、申告すれば還付が想定さ
れる人②給与・年金所得者で、医
療費や各種保険料などを申告すれ
ば還付が想定される人③２カ所以
上から給与があり、毎年還付申告
を行っている人
持ち物　【共通】源泉徴収票、還付
金受領預金口座　【該当者】医療
費の領収書、各種保険料控除証明
書　【その他】前年の申告書（控）
問い合わせ　東北税理士会釡石支
部（☎ 22-3858）

所得税還付申告作成相談会を
開催します

応募期限　１月28日㈫17時
※施設概要や提出書類など詳しく
は市のホームページをご覧くださ
い
【申請予定者向け説明会】
日時　１月17日㈮10時～
場所　市役所水産課２階会議室
（プレハブ）
問い合わせ　市商業観光課（☎ 
27-8421）

【募集】道の駅釡石仙人峠の
指定管理者

　農林水産省は、農林業・農山村
地域の実態を明らかにするため、
全国の農林業を営む人を対象に調
査を実施します。対象となる世
帯、事業所には１月中旬から調査
員が訪問しますので、ご協力をお
願いします。
　なお、調査の内容は、外部に漏
れることはありません。
調査基準日　２月１日
問い合わせ　市総合政策課 統計
係（☎ 22-0036）

2020年農林業センサスを
実施します

募集住宅　パル青葉（大渡町）　
１戸・２K
対象　60歳以上
月額負担金　２万8,000円～７万
3,000円（市補助後の金額。所得
に応じて決定）、共益費7,000円
申込期限　１月29日㈬
※応募多数の場合は抽選
申し込み・問い合わせ　かまいし
アパートセンター（☎ 27-6066）

【募集】岩手県知事認定
高齢者向け優良賃貸住宅入居者

応募資格　岩手県出身者で大学
院、大学などに通学する向学心に富
み、社会性を備えた身体健康な人
募集人数　男20人程度、女18人
程度
選考方法　書類審査、面接、作文
面接日と受付期間

面接日 受付期間

２月15日㈯ １月20日㈪～
２月10日㈪

３月12日㈭ ２月17日㈪～
３月９日㈪

面接場所　アイーナ（盛岡市）
費用　月額８万500円（朝夕２食
付き、自治会費含む）、入寮時費用
10万円
※応募方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください
問い合わせ　（公財）岩手県学生
援護会 岩手県学生会館（〒171-
0043 東京都豊島区要町2-5-5、
☎ 03-3972-4783）

【募集】令和２年度岩手県
学生会館入寮生日時　１月25日㈯10時～18時

対象　B型肝炎患者とその家族
相談電話　☎022-266-0184、☎
022-266-0185　 
問い合わせ　B型肝炎被害対策東
北弁護団（☎0120-76-0152）

東北一斉　B型肝炎訴訟
無料電話相談会

日時　２月１日㈯①９時30分～
11時30分②13時～15時
場所　県立陸中海岸青少年の家
対象　小学生以上（小学３年生以
下は保護者同伴）
定員　各25人　
費用　800円（材料代）
募集期間　１月15日㈬～19日㈰
※FAXでの申し込み。申し込み
多数の場合は抽選となります。詳
しくはホームページをご覧になる
か、お問い合わせください
申し込み・問い合わせ　県立陸
中海岸青少年の家（☎0193-84-
3311、FAX0193-84-3312）

【募集】「季節の味わい～和菓子作り～」
参加者

　津波発生時の避難意識の啓発を
目的に、津波が到達したまちなか
から、高台にある避難場所まで駆
け上がります。
日時　２月２日㈰11時（集合10時）
集合場所　消防団第１分団第３部
屯所（只越集会所）前
コース　集合場所～仙寿院
費用　無料
応募期限　１月25日㈯
申込方法　釡石情報交流センター
などに備え付けの参加申込書に記
入の上、仙寿院までお送りくださ
い※電話での申し込み不可
問い合わせ　日蓮宗仙寿院（〒026-
0022大只越町２-９-１、☎22-1166、
FAX22-1150、 info@kamaishi-
ouendan.com）

【募集】
第７回新春韋
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移動図書館「しおかぜ」

２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

５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

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

７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

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 10:45～ 11:15
上平田 教職員アパート駐車場 11:20～ 11:50
松倉新日鉄アパート前（3号棟付近） 13:15～ 13:45

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
釡石市福祉作業所 14:30～ 14:45

13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

14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

18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

19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

21日㈮
唐丹公民館前 9:20～ 9:45
大平町 望洋ケ丘集会所前 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
平田学童クラブ 14:00～ 14:10

26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

28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　２月の休館日
３日、10日、11日、17日、24日

資料請求（無料）・問い合わせ　放送大学岩手学習センター
〒020-8550　盛岡市上田３-18-８　☎019-653-7414
ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

　放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで授業を行う通信制の大
学です。放送大学釡石教室（市教育センター内）では教材の視聴や貸し
出しができます。
●大学説明会（予約不要）
　日時　３月６日㈮13時30分～15時
　場所　市教育センター
●オープンキャンパス（予約不要）
　日時　２月７日㈮～９㈰、22㈯、３月７日㈯各10時～11時30分
　場所　放送大学岩手学習センター
●出願期限
　３月17日㈫

放送大学　４月入学生を募集します

日時　１月25日㈯13時～15時、
２月22日㈯13時～16時
場所　市子ども課（市保健福祉セ
ンター２階）
対象　①市外に転出予定で、転出
先で保育所入所を希望する人
②２月29日㈯までに転入予定の
人で、保育所入所を希望する人
※３月以降に転入予定の人は、現
在お住いの市町村で手続きしてく
ださい
※申し込み済みの人は手続き不要
です
持ち物　家庭の状況により必要書
類が異なりますので、お問い合わ
せください
※２月22日㈯以降に転出入が決
まった場合は、随時ご相談ください
※転出入以外の人の受け付けは終
了しました
問い合わせ　市子ども課（☎ 22-
5121）

転出・転入者向け　4月保育
所入所申し込み休日受け付け

日時　１月25日㈯14時～16時30分
場所　釡石市民ホールTETTO ホー
ルＢ（入場無料）
内容　南部弁や青森県からのゲス
トを招いての語り、民話劇「つま
淵の河童」など
問い合わせ　岩手大学教育学部（大
野☎ 019-621-6513）

南部弁サミットin釡石
おらほ弁で昔話を語っぺし

　市生涯学習文化スポーツ課（市
教育センター１階）に、郵送済み
の案内状を持参してください。新
成人の家族でも受け取ることがで
きます。
期限　２月14日㈮
問い合わせ　市生涯学習文化ス
ポーツ課（☎ 22-8835）

「釡石市成人のつどい」
欠席者に記念品を贈呈します

※「上中島町　仮設団地談話室前」は２月から
廃止します。このため、８日㈯の「松倉新日鉄
アパート前」の時間が繰り上がります

釡石市の人口と世帯（12月）
男 15,684人（－ 23人）
女 17,302人（－ 42人）
合　計 32,986人（－ 65人）
世　帯 16,321世帯（－ 25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　１月22日㈬、２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　２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　２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）

出張年金相談（要予約）
日時　２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　２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）
宮古児童相談所巡回相談（要予約）
日時　２月18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、
必要により心理学的判定
申込期限　２月５日㈬
申し込み・問い合わせ　市子ども課
（☎22-5121）

夜間納税相談
期日　１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　１月26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４期】
【国民健康保険税７期】
納期限＝１月31日㈮

休日当番医・薬局・歯科医（２月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

２ 日
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎42-7788

菊屋薬局 ☎42-3526

９ 日
はまと神経内科クリニック

鵜住居町
☎29-1212

リリーフ薬局 ☎29-1555

11 火・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

16 日
大槌おおのクリニック

大槌町
☎44-3122

ハーブ薬局 ☎44-3171

23 日・祝
平野内科医院 只越町 ☎22-1273
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎55-4343

24 月・休
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891
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 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎29-1222
９ 日 鈴木歯科医院 中妻町 ☎23-5908
16 日 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311
23 日・祝 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315

問い合わせ　高齢者世帯：市高齢介護福祉課　☎22-0178
　　　　　　障がい者世帯、生活保護世帯：市地域福祉課　☎22-0177
　　　　　　ひとり親世帯：市子ども課　☎22-5121

問い合わせ　市復興推進本部事務局　☎ 27-8479

灯油購入費の一部を助成します
　市は、市民税が課税されていない高齢者世帯などに灯油購入費の一部を
助成します。なお、社会福祉施設入所世帯、入院世帯は対象外です。
対象
 ① 令和２年１月１日現在で釡石市に住民登録をしており、本年度の市民税
が非課税で、次のいずれかに該当する世帯

●高齢者世帯（満65歳以上になる人のみで構成される世帯）
● 障がい者世帯（身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳１
級、療育手帳交付区分Ａ、特別児童扶養手当１級、要介護４以上に該当
する人がいる世帯）

● ひとり親世帯（父母のどちらか一方、または父母に代わる人が18歳以下
の子どもを養育している世帯）

②令和２年１月１日現在、生活保護を受けている世帯　※申請不要
助成額　１世帯当たり5,000円
申請期間　１月15日㈬～２月28日㈮　※土・日曜日、祝日を除く
申請方法　該当すると思われる世帯に案内を送りますので、申請用紙に必
要事項を記入の上、窓口に提出してください。口座振込となるため、振込
先の通帳を持参してください
申請場所　市高齢介護福祉課、市地域福祉課、市子ども課（いずれも市保
健福祉センター２階）、各地区生活応援センター

　復興工事の進捗状況と今後のスケジュールについて意見交換を行いま
す。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。
申し込みは不要です。
【東部地区復興まちづくり協議会・地権者連絡会】
　日時　１月27日㈪①15時～17時　②18時30分～20時30分
　※①②とも同じ内容です
　場所　チームスマイル・釡石PIT
【両石地区復興まちづくり協議会】
　日時　２月１日㈯14時～16時
　場所　鵜住居地区生活応援センター

復興まちづくり協議会・地権者連絡会を開催します
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