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すこやか
アイドル

　素敵な３年半を大
変ありがとうございま
す！遠くから来た私で
も、釜石の皆様にすぐ
温かく受け入れていただき、このまちでとて
も楽しい生活ができました。皆様のおかげ
で、いい思い出もたくさんでき、この時間
を一生忘れません。

Thank you Kamaishi!

※「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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お兄ちゃんたちと
仲良く元気に育ってね!!
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いつも妹とあそんで
くれてありがとう。

声も体も大きい
妹ちゃんです。

弟思いの優しいお姉ちゃん。きょうだい3人仲良く大きくなってね!!
わんぱく120％ !!元気いっぱい大きくなってね。いつまでも妹思いの優しいお兄ちゃんでいてね。

元気いっぱいすくすく育ってね。

いっぱい笑って過ごそうね

サンキュー カマイシ

国際交流員の
エミリーさんが退任
　オーストラリア出身で平成28年８月から釡石
で国際交流員として活動していた、エミリー・
ハラムズさんが１月で退任しました。
　エミリーさんは、市民や市職員の英会話の指
導、国際交流イベントの企画・運営、海外への
情報発信などの業務を担当。保育園や小中学校
での英会話講座や地域のイベントにも積極的に
参加し、明るい性格と優しさで子どもたちにも
人気の存在でした。
　釡石で特に印象に残っていることについてエ
ミリーさんは「ラグビーワールドカップの開催
です。スタンドから聞こえてくる歓声や、英会
話のおもてなし講座を受講した商店や飲食店の
人たちから接客がうまくいったと報告を受けた
時がとても嬉しかった」と話しました。
　エミリーさんの釡石市への功績に感謝し、今
後のますますの活躍を期待しましょう。

ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

　専門スタッフや弁護士が、お金
や暮らしに関する悩みなどの相談
に応じます。
日時　３月７日㈯10時～16時
場所　信用生協釡石事務所（中妻
町１-４-20 第一豊後ビル１階）
内容　多重債務、遺産相続、不動
産売買、公共料金の滞納、DV、
離婚問題など
申し込み・問い合わせ　消費者信
用生活協同組合釡石事務所（☎
0120-101-965）

「解決の糸口を見つけに行こう！」
無料相談会（要予約）

「ひとつずつ　いいね！で確認　
火の用心」
　期間中は消防職員、消防団員が
防火点検に伺う場合があります。
ご協力をお願いします。
問い合わせ　釡石大槌地区行政事
務組合消防本部（☎22-1642）、釡
石消防署（☎22-2526）

３月１日㈰～７日㈯は
春季全国火災予防運動

　建築物に関する防災知識の普及
と防災対策の推進を目的とした週
間です。
　県は、防災上の配慮が強く求め
られる建築物を中心に、防災査察
を実施し、指導を行います。
　この期間中、沿岸広域振興局土
木部に防災相談所を設置します。
建築に関する地震対策、火災や崖
などの建築物の防災の相談にお答
えします。
問い合わせ　沿岸広域振興局土木
部（☎25-2708）

３月１日㈰～７日㈯は
建築物防災週間です

　市営建設工事、建設関連の業務
委託の請負を希望する業者は、名
簿登録が必要です。資格審査申請
書を提出してください。なお、昨
年度に登録済みの業者は市税の納
税証明書を提出してください。
※詳しくは市のホームページをご
覧ください
受付期間　３月２日㈪～17日㈫
（土・日曜日を除く）
有効期間　令和２年度
問い合わせ　市財政課
（☎27-8416）

市営建設工事等請負資格審査
申請（追加申請）を受け付け

　合格の願いを込めた列車の滑り
止めにちなんだ砂を、特設コーナー
で配布しています。
配布期間　３月中旬まで
配布場所　JR釡石駅改札口付近
問い合わせ　JR釡石駅

JR釡石駅　新春応援企画
「すべらない砂」を配布します

　県は、県政に関するアンケート
（おおむね年10回まで）に回答
するモニターを募集しています。
資格　県内在住の満20歳以上の
人（令和２年４月１日現在）
※公務員などを除く
募集人数　100人程度
任期　４月１日～令和４年３月
31日
応募期限　２月28日㈮
※応募方法など詳しくは県のホー
ムページをご覧になるか、お問い
合わせください
問い合わせ　県広聴
広報課（☎019-629-
5281）

【募集】
希望郷いわてモニター

網の規格　１反：高さ２m、長さ
50mのポリエチレン製
費用　１反当たり2,000円（１世
帯３反まで）
申し込み　市農林課、各地区生活
応援センターに備え付けの申請書
と鳥獣被害アンケートに必要事項
を記入の上、お申し込みください
※電話での申し込みはできません
申込期限　２月28日㈮
※希望者多数の場合は調整しま
す。３月下旬配布予定
問い合わせ　市農林課（☎27-
8426）

シカ防護網を
有償あっせんします

日時　３月４日㈬14時～15時30分
場所　チームスマイル・釡石PIT
対象　60歳以上の人
定員　先着20人
費用　500円（保険料など）
※動きやすい服装でお越しください
申し込み・問い合わせ　（公社）釡
石市シルバー人材センター（☎22-
2182）

スカットボール・スポーツ吹
き矢体験講習会を開催します

【新入社員マナー編】
期日　４月14日㈫～15日㈬
【新入社員マナー・品質編】
期日　４月14日㈫～16日㈭
※マナーに関する研修は合同で実施
【共通】
時間　９時～16時
場所　県立宮古高等技術専門校
対象　おおむね入社１年以内の人
費用　無料
定員　50人
申込期限　３月15日㈰
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】能力開発セミナー
「新入社員研修」受講者

　体験を通じて命の大切さを学
び、看護の仕事への理解を深めま
す。
期間　５月10日㈰～16日㈯　
場所　県内各病院、介護老人保健
施設・福祉施設、保健所など
対象　一般
応募期限　３月13日㈮必着
※施設により開催日が異なりま
す。実施施設、開催日など詳しく
はお問い合わせください
申し込み・問い合わせ　（公社）岩
手県看護協会ナースセンター事業
部（☎019-663-5206）

【募集】
「ふれあい看護体験」参加者
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移動図書館「しおかぜ」

３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

10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

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
松倉新日鉄アパート前（3号棟付近） 13:15～ 13:45

17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

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

24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

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

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　３月の休館日
２日、９日、16日、20日
23日、30日、31日

問い合わせ　釡石市民ホール　☎22-2266

問い合わせ　市市民課 国保年金係　☎27-8450
宮古年金事務所　☎0193-62-1963

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

日時　３月７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　岡村慎太郎（三味線・十七弦）、山形光（箏）、黒田鈴

れい
尊
そん
（尺八）

予定曲目　宮城道雄作曲「春の海」、三曲「尾上の松」他
入場料　全席自由　一般1,000円、小中高校生500円、未就学児無料（当
日同じ）
チケット取り扱い　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

箏・三味線・尺八が織りなす“和”の情景
～やさしい《邦楽》コンサート～

　保険料を納め忘れのまま、万一、障がいや死亡といった状態が発生す
ると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。納
付が困難な場合は免除制度がありますので、該当する人は申請をしてく
ださい。
・ 経済的な理由などで納付が困難な場合　「保険料免除制度」「納付猶
予制度（50歳未満）」「学生納付特例制度」があります
・ 国民年金に加入している人が出産する場合　出産前後の一定期間の保
険料が免除されます
・ 災害などで大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合　申請を
して承認されると保険料が免除（特例免除）されます

国民年金保険料の免除制度があります

　地域コミュニティー活動や各団
体の会合などで出前講座を行いま
す。県内どこへでも伺います。
内容　「金融犯罪の手口と対策」
「電子マネーとの付き合い方」など
費用　無料
問い合わせ　東北財務局盛岡財務
事務所（☎019-625-3353）

東北財務局 盛岡財務事務所
「出前講座」をご利用ください

日時　３月24日㈫13時～15時
場所　県立花きセンター フラワー
レッスンルーム（金ケ崎町）
内容　洋ランの植え替え（実技有
り）などの管理方法
定員　先着20人
費用　植え替え資材代実費
申込期限　３月10日㈫　
申し込み・問い合わせ　県立農業
大学校研修科（☎0197-43-2107）

【募集】県立花きセンター
「洋ラン講座」参加者

各 種相談各 種相談

釡石市の人口と世帯（１月）
男 15,630人（－ 54人）
女 17,256人（－ 46人）

合　計 32,886人（－ 100人）
世　帯 16,290世帯（－ 31世帯）

※（　）は前月比

2月22日は行政書士記念日です
暮らしと事業の電話無料相談会
日時　２月21日㈮10時～15時
内容　相続・遺言、各種許可申請など
相談電話　☎019-623-1555
問い合わせ　岩手県行政書士会事務
局（☎019-623-1555）
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　２月26日㈬、３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）
女性のための女性司法書士による

無料法律相談会
日時　３月１日㈰10時～16時
場所　岩手県司法書士会館（盛岡市）
※予約優先
相談電話　☎0120-823-815（通話
料無料）、☎019-623-3355
問い合わせ　岩手県司法書士会事務
局（☎019-622-3372）

公証相談（要予約）
日時　３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）

人権相談
日時　３月６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　３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　３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）

こども救急相談電話
（岩手県医師会）

日時　年中無休　19時～23時
相談電話　＃8000（局番なし）、☎
019-605-9000
内容　子どもの病気や事故への対処
を看護師がアドバイスします

休日当番医・薬局・歯科医（３月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

１ 日
藤井クリニック

只越町
☎27-8857

ツルハドラッグ釡石店 ☎31-2268

８ 日
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

おおぞら薬局 ☎31-2030

15 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

20 金・祝
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

22 日
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

29 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
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 歯科福成医院 新町 ☎25-0105
８ 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
15 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182
22 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
29 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎22-6480

夜間納税相談
期日　２月26日㈬、27日㈭、28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　２月22日㈯、23日（日・祝）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

【固定資産税４期】
【国民健康保険税８期】
納期限＝３月２日㈪

　農業を始める上で知っておきた
い基礎知識が身に付きます。
期間　５月９日㈯～10月24日㈯
の毎週土曜日
場所　県立農業大学校（金ケ崎
町）
対象　野菜就農志向者や野菜栽培
初心者
費用　１万5,000円（傷害保険、
教材費など）
応募期限　３月25日㈬必着
※申込方法など詳しくはお問い合
わせください
問い合わせ　県立農業大学校教育
部研修科（☎0197-43-2211）

【募集】令和２年度
「いわて農業入門塾」塾生

　高齢者やその家族の心配事、悩
み事の相談に応じます。一人で悩
まず、お電話ください。
日時　月～金曜日（祝日を除く）
９時～17時
場所　岩手県高齢者総合支援セン
ター（盛岡市）
相談電話　☎0120-84-8584、☎
019-625-0110　
※法律、人生、認知症の専門相談
（要予約）もあります
問い合わせ　岩手県高齢者総合支
援センター（☎019-625-0110）

高齢者なんでも相談
シルバー110番（無料）

日時　３月15日㈰15時～（開場
14時15分）
場所　盛岡市民文化ホール マリ
オス（盛岡市）
入場料　無料　※会場で入場整理
券配布
問い合わせ　陸上自衛隊岩手駐屯
地司令業務室（☎019-688-4311
内線256）

第34回陸上自衛隊
岩手駐屯地定期演奏会
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