【募集】令和2年度採用
会計年度任用職員

国立釜石病院市民公開講座を
開催します

マイナンバーカード交付窓口を
開設します

職種 ①保育教諭 ②事務補助員
勤務場所・募集人数 ①上中島こ
ども園１人 ②総務課１人
任用期間 ８月１日㈯〜令和３年
３月31日㈬
選考方法 書類審査、教養試験、
面接
応募期限 ７月８日㈬
試験日 ７月19日㈰
※勤務条件や応募方
法など詳しくは市の
ホームページをご覧
ください
問い合わせ 市総務
課（☎27‑8411）

日時 ７月16日㈭18時30分〜20
時30分
場所 釜石市民ホールTETTO
内容 講演①「新型コロナウイル
ス時代に健康に生きるには」
講演②「男と女の上手な付き合い
方−STAY HOMEを新婚でも・
倦怠期でも・定年後でも仲良く暮
らすには−」
講師 国立釜石病院院長 土肥守
さん
費用 無料
※感染防止対策を徹底して行いま
す。先着順でマスクを配布
問い合わせ 国立釜石病院（☎
23‑7111）

時間延長窓口 ７月８日㈬、22
日㈬17時15分〜18時30分
休日窓口 ７月12日㈰９時〜12時
場所 市役所市民課
※戸籍関係の届け出は宿日直が対
応します
問い合わせ 市市民課
（☎27‑8450）

各種相談
“いきいき岩手”結婚サポートセンター
おでかけ
「i‑サポ」
（要予約）
日時 ７月11日㈯、26日㈰12時
〜15時
場所 釜石情報交流センター
対象 県内在住、在勤の20歳以
上の独身者
費用 登録料１万円
（２年間有効）
問い合わせ 同サポートセンター
i-サポ宮古（☎0193‑65‑7222）
行政相談
日時 ７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）
障がいがある人への不利益な
取扱い解消などの相談窓口
日時 月〜金曜日（祝日、年末年
始を除く）８時30分〜17時15分
相談方法 市地域福祉課障がい福
祉係（☎22‑0177 市保健福祉
センター２階）へ電話または直接
お越しください

釜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（祝日を除く）
８時30分〜12時、13時〜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
【７月の専門家相談スケジュール】
専門家

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）

期日

弁護士

2日㈭、 9日㈭、
16日㈭、30日㈭

司法書士

17日㈮

15日㈬
ファイナン ※予約することで随
シャルプラ 時相談できます。訪
ンナー
問相談も実施してい
ます

こども救急相談電話
（岩手県医師会）
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。
日時 年中無休 19時〜23時
相談電話 ＃8000（局番なし）、
☎019‑605‑9000

甲子川アユ釣り解禁日は
7月5日㈰です

問い合わせ 釜石地区被災者相
談支援センター（☎0120‑836‑
730通話料無料、☎080‑5734‑
5494）

解禁期間 ①矢の浦橋上流端〜五
の橋下流端 ７月５日㈰〜９月
14日㈪ ②五の橋下流端〜枯松
沢との合流点 ７月５日㈰〜12
月31日㈭
※擬餌釣り、友釣りに限ります
※遊漁マナーを守りましょう
問い合わせ 市水産課
（☎27‑8427）
東北財務局盛岡財務事務所
「出前講座」をご利用ください
地域コミュニティーの活動や各
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）

ふくしトピック⑱

「釜石いこいの家」・「うぇるかむ」をご存じですか
釜石いこいの家とは、（独）国立病院機構釜石
病院の重度心身障がい児（者）施設「しゃくなげ
愛育園」の入所者の家族や近親者の宿泊、施設
ボランティアの休憩などに使用する施設です。
運営は、釜石いこいの家運営委員会が行い、活
動費用は、県と市の補助金・募金と有志からの
寄付でまかなっています。
いこいの家は、入所者家族やボランティアの
宿泊・休憩などの利用だけではなく、サークル
団体「うぇるかむ」の活動拠点でもあります。
問い合わせ
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広報かまいし

「うぇるかむ」は、月に２回、音楽療法やレク
リエーションを通して、重度心身障がい児・者
とその家族、地域ボランティアの交流を行って
おり、重度心身障がい児・者への理解を深める
ために、大きな役割を果たしています。どなた
でも自由に参加できますので、関心のある人は
参加してみませんか。
釜石いこいの家・「うぇるかむ」の詳細な活
動内容は、お問い合わせください。

市地域福祉課 障がい福祉係

☎22-0177

【募集】８月能力開発セミナー
受講者
【コース名：Illustrator（イラス
トレーター）入門】
研修日時 ８月19日㈬９時30分
〜16時30分、20日㈭９時〜16時
定員 10人
教材費 2,728円
申込期限 ８月５日㈬
【コース名：メンタルヘルス】
研修日時 ８月28日㈮、９月４
日㈮、９日㈬時間はいずれも13
時〜17時
定員 30人
教材費 1,870円
申込期限 ８月12日㈬
【共通】
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（ ☎ 0 1 9 3 ‑ 6 2 ‑
5606）
水稲カメムシ類防除の際はミツバチ
の危被害防止に努めましょう
水稲の斑点米カメムシ類の防除
の時期です。農薬散布に際して
は、水稲生産者は散布時期を事前
に連絡し、養蜂業者は巣箱を移動
させるなどの対策をとって、農薬
によるミツバチの危被害防止に努
めましょう。
地域のミツバチに関する情報
は、沿 岸広 域 振 興 局農林 部（☎
25‑2704）
、防除に関する情報は
大船渡農業改良普及センター（☎
0192‑27‑9918）またはJAいわて
花巻営農部営農センター沿岸（☎
42‑7715）にお尋ねください。
問い合わせ 市農林課
（☎27‑8426）

斑点米カメムシの一種
「アカスジカスミカメ」
の成虫

ま

ちのお知らせ
Information

７月23日
（木・祝）
は
「海の日」
海をきれいにしましょう

児童扶養手当を支給します

「海の日」は海の恩恵に感謝し、
海洋国日本の繁栄を願う日です。
※釜石市「海の写真・絵画」コン
クールは新型コロナウイルス感染
症の予防のため中止します
問い合わせ 釜石市「海の日」実
行委員会事務局（市水産課内☎
27‑8427）

支払日 ７月10日㈮
対象月 ５月〜６月分
※同居する家族構成や振込先の口
座の変更など、状況に変化があっ
た場合は、手続きしてください
問い合わせ 市子ども課（☎22‑
5121）

岩手県介護支援専門員実務研修
受講試験を実施します

艦砲射撃被災の日に
サイレンを鳴らします

試験日時 10月11日㈰10時〜
場所
（予定） 岩手大学 学生セン
ター（盛岡市）
試験案内 ６月29日㈪から市地
域包括支援センター（市保健福祉
センター２階）と釜石保健所（釜
石地区合同庁舎２階）で配布しま
す
申込期限 ７月27日㈪当日消印
有効
申し込み・問い合わせ （公財）い
きいき岩手支援財団 総務・健康
支援課（☎019‑626‑0196）

市は、戦争で犠牲となった人を
追悼し、心からご冥福と世界平和
を祈念するため、艦砲射撃被災の
日にサイレンを鳴らします。恒久
平和を祈り、黙とうをささげま
しょう。
日時 ７月14日㈫正午
問い合わせ 市総務課
（☎27‑8411）

サマージャンボ宝くじ
７月14日㈫発売開始！
宝くじの収益金は、市町村の明
るく住みよいまちづくりに使われ
ています。特設売り場の釜石市職
員生活協同組合売店（市役所第１
庁舎地下）でも購入できます。
発売期間 ７月14日㈫〜８月14
日㈮
抽せん日 ８月21日㈮
※１枚300円

問い合わせ （公財）岩手県市町
村振興協会（☎019‑651‑3461）

【募集】
「男女共同参画サポーター
養成講座」
受講者
広報かまいし５月15日号でお
知らせした男女共同参画サポー
ター養成講座は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響のため、内容を
変更して実施します。
期間 ９月〜11月
受講方法 インターネットによる
動画配信を視聴。動画は実施期間
中、いつでも視聴できます。テキ
ストは、県男女共同参画センター
から送付されます
対象 市内に居住または勤務など
をしている18歳以上の人
費用 1,500円（テキスト代）
申込方法 受講申込書に必要事
項を記入の上、お申し込みくだ
さい。申込書は市総
合政策課で配布する
他、市のホームペー
ジからダウンロード
できます
申込期限 ７月20日㈪
申し込み・問い合わせ 市総合政
策課（☎27‑8413）
広報かまいし
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