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釜石には 愛 がある

広報

考えよう
「私の避難」
・守ろう
「自分の命」
地震・津波避難訓練週間 9月1日㈫〜7日㈪

例年、避難訓練の合図としていたサイレンに代えて、この期間中は正午に防災行政無線でメッセージを放送しま

す。その時いる場所・状況で自分にどのような「命を守る行動」ができるか、ぜひ考えてみてください。

市は例年、９月１日（防災の日）に「地震・津波避難訓練」を実施していましたが、本年度は新型コロナウイルス

感染予防のため残念ながら中止することを決定しました。

しかし、沿岸地域に暮らす私たちにとって地震・津波の脅威への備えが大変重要であることに変わりはありませ

ん。そこで、それぞれの職場やご近所、家庭などで自主的な避難訓練をしていただく「地震・津波避難訓練週間」を
設定します。この期間中に必ず一度は避難訓練をしていただくようお願いします。

市は、今後も防災・減災に全力を尽くしていきますが、それは災害が起こるまさにその時、皆さん自身に「命を守

る行動」をとっていただいてこそ意味あるものとなります。ぜひ、周囲と声を掛け合って訓練を実施し、一人一人が自
分に最適な避難行動を考える機会としていただくようお願いします。

釜石市長

野

田

武

則

地震・津波避難訓練週間は９月１日〜７日です。職場やご近所、家庭などで自主避難訓練を行いましょう。
詳細は広報かまいし８月15日号も併せてご覧ください。

地震発生直後に身を守る訓練をしましょう
職場などの代表者の「地震だ！」の合図により
「その時にいる場所」で「しゃがむ」「かくれる」
「まつ」という地震発生時に取るべき行動を訓練し
ましょう。地震発生直後の対応が身につき、防災意
識の向上にも役立ちます。

地震
だっ !

避難訓練を行いましょう

津波到達想定時間

自宅や職場、学校、幼稚園などから、近くの津波
災害緊急避難場所や高台など、危険を回避できる場
所への避難訓練を行いましょう。
釜石市への津波到達想定時間を昨年までは地震発
生から30分としていましたが、今年は15分と想定し
ています。

15分後！

地震による被害を最小限に抑える
準備をしましょう

自分や家族の命を守るためには、避難経路や被災
時の行動を確認し合ったり、災害時の非常用品を備
えたりすることがとても大切です。この機会にぜひ
準備してください。

※非常用品の例

マスク、体温計、せっけん・消毒剤
またはウエットティッシュ、
スリッパなどの上履き、医薬品、
飲料水、食料、防寒対策品など

避難経路の確認

非常用品を備える

今後の防災に生かすため、実際の訓練の様子、規模、ご意見などの情報提供をお願いします。
次の連絡先、または市のホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。
情報提供・問い合わせ
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広報かまいし

市防災危機管理課

☎27‑8441
お問い合わせ
フォーム

令和元年度から引き続き
「地域企業再建支援事業費補助金」事業を実施します
令和元年台風第19号により事業用資産が被災した中小企業者の事業再開を支援するため、国・県の交付
金を活用し、施設設備の復旧費に対して補助金を交付します。なお、この制度は復旧済みの中小企業者も対
象となります。
◆対象
◆補助対象経費
◆補助率
◆上限額
◆必要書類

例）補助金額＝（補助対象経費
（税抜）
−保険金）× ３/４
※条件など詳細は、お問い合わせください
市商工観光課 商工業支援係

☎27‑8421

●規制内容および期間
片側交互通行
まで
全面通行止め
まで

９月16日㈬〜18日㈮の21時〜翌朝５時
９月23日㈬〜25日㈮の21時〜翌朝５時

※天候や作業状況によって期間が変更となる場合があります
鵜住居方面へ行き来する人は、釜石バイパスをご利用くだ
さい
天神町にお住まいの皆さんは、う回路（市道天神町３号線
※大型車通行不可）をご利用ください
規制を実施する際は、誘導員を配置しますので指示に従っ
てください
歩行者の通行は可
能です。誘導員の
指示により通行し
てください

交付対象

規制区間

鵜住居方面へ行き来する人

天神町
仮設団地
天神復興
公営住宅
かまいし
こども園

第４庁舎
平野内科医院

天 神 町

規制区間

45

至鵜住居町

釜石市役所
第１庁舎
4

天神町
バス停留所

天神歩道橋
第５庁舎
宝樹寺

釜

広報かまいし

☎0197‑23‑3531

宝樹寺

イオンタウン釜石

規制区間
釜石市役所
第１庁舎

県南家畜保健衛生所
ホームページ

問い合わせ

市建設課 土木係

釜石港湾
合同庁舎

パス

2020.9.1

岩手県県南家畜保健衛生所

第５庁舎

石バ
イ

問い合わせ

天神歩道橋

かまいし
こども園

かまいし
こども園

う回路
市道
天
神
︵大 町３号線
型
車
通行
不可
︶

家畜伝染病予防法により、家畜（牛、豚、馬、鶏・チャボ・うずらなどの家きん、
や ぎ
めん羊・山羊）を飼っている人に守っていただく「飼養衛生管理基準」が改正となり
ました。衛生管理区域内での愛玩動物（猫など）の飼養禁止や、当該区域から病原体を
「持ち出さない」対策などが強化された他、牛では放牧制限の準備などが新たに定め
られました。詳細は、県南家畜保健衛生所のホームページをご覧いただくか、電話に
てお問い合わせください。

天神町
バス停留所

天 神 町

仙寿院

家畜の飼養衛生管理基準が改正されました
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天神町にお住まいの人・用事のある人

高収益作物の次期作に向けた取り組みに対して、基本単価５万円（10アールあたり）を
交付（中山間地域などは単価を１割加算）
JAいわて花巻営農センター沿岸 ☎42‑7715
市農林課 農業振興係 ☎27‑8426

天神復興
公営住宅

天神歩道橋

令和２年２月から４月の間に高収益作物の出荷実績がある、または廃棄などにより出荷
できなかった生産者
※５月以降に出荷した生産者への支援については、JAいわて花巻営農センター沿岸また
は市農林課にお問い合わせください

問い合わせ

天 神 町

釜石市役所
第１庁舎

至鵜住居町

支援内容

天神町
仮設団地

第４庁舎

高収益作物次期作支援交付金のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大により売り上げが減少するなどの影響を受けた高収益作物(野菜、花
き、果樹、茶)について、次期作に前向きに取り組む生産者を支援します。詳細はお問い合わせください。

45

至松原町

申し込み・問い合わせ

至鵜住居町

老朽化した天神歩道橋の撤去解体工事に伴い、市道只
越天神町線の交通規制を夜間から早朝にかけて行います。
ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いし
ます。

ス
釜 石 バ イ パ

◆申請時期
◆その他

令和元年台風第19号で被災した中小企業者
施設設備の⑴修繕に要した経費⑵代替取得に要した経費⑶清掃委託に要した経費
３／４
なし
①被災資産を所有していたことが証明できる書類（償却資産明細、売買契約書など）
②被災状況が確認できる書類、写真など ③完成写真 ④復旧に要する経費が確認でき
る書類（見積書など） ⑤支払いを証明する書類（領収書の写しなど） ⑥保険金の書類
（ある場合） ⑦最新の確定申告書の写し ⑧法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）または住民票の写し ⑨り災証明書などの写し ⑩市税の納税証明書
９月１日㈫〜18日㈮
補助対象経費の総額から、災害を事由として支払われた保険金（共済金、給付金など)の
額を除外した額をもとに補助金を算定します

天神歩道橋撤去に伴う市道只越天神町線交通規制のお知らせ

甲子川

陸中海岸
グランドホテル
至松原町

☎27‑8430
広報かまいし
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令和２年度介護保険の説明会を開催します

65歳を迎え、介護保険の第１号被保険者になった人向けに介護保険の説明会を開催します。既に第１号被保険者の人
や、その家族も参加できます。参加を希望する場合は、開催日の前日までに、電話または窓口でお申し込みください。
内

容

介護保険制度について
介護予防について
開催日

時

間

場

所

大腸がん検診容器回収が始まります
対

象

40歳以上の人（令和３年３月31日時点）
大腸がん検診を申し込んだ人に、受検票・容器を郵送しました
検診料 1,000円 ※70歳以上（令和３年３月31日時点）、市民税非課税世帯の人（基準日：令和２年３月31日）、生活
保護受給者は無料
大腸がん検診（容器回収）日程（駐車場…あり：○ 少ない：△ なし：×）

９月30日㈬

回収日時

11月19日㈭
令和３年１月27日㈬
３月26日㈮

※大町商店街駐車場を利用した場合は、１時間無料券をお渡しします。駐車券を受け付けで提示してください
申し込み・問い合わせ

市高齢介護福祉課 高齢介護係

☎22‑0178（市保健福祉センター２階）

市は、ごみの減量と資源化を推進するため、市内各地区生活応援センターに衣類等回収ボックスを設置し、衣類
を回収しています。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大による海外への輸出停滞の影響により、資源化することが困難な状況と
なっています。
そのため、９月１日から当面、衣類などの拠点回収を一時休止します。
一時休止する品目：衣類、靴類、バッグ類
※衣類以外の蛍光管・乾電池などの水銀使用製品、家庭から出る廃食
用油およびペットボトルの拠点回収は引き続き行います
大変ご不便をおかけしますが、可能な限り衣類などをご自宅に保管していただくなど、ご理解、ご協力をお願い
します。休止期間中にやむを得ず衣類を処分する場合は、市指定袋に入れて「一般ごみ」として集積所に出してく
ださい。

参加者募集
対
場
受
№
1
2
3
4
5

象
所
付

市内に在住または在勤の人
働く婦人の家
９月８日㈫８時30分〜
＊先着順、定員になり次第締め切り
科目

レザークラフト講座
（素敵なポシェット）
秋の寄せ植え講座
洋裁講座
（大人のジャンパースカート）
ナタリーのヨガ講座
（女性限定）
【夜間コース】
ナタリーのヨガ講座
（女性限定）
キルト講座
（シェルポーチ）

8 ウォーキング講座

日時

９月18日・25日
２回コース（毎回金曜日）10時〜12時
６人 ９月29日㈫ 10時〜12時
10月２日・９日・16日
５人
３回コース（毎回金曜日）10時〜12時
６人

８人 10月３日㈯ 18時〜20時
８人 10月４日㈰

10時〜12時

10月６日・13日・20日
10人
３回コース（毎回火曜日）10時〜12時
10月10日・24日
５人
２回コース（毎回土曜日）10時〜12時
20人 10月14日㈬

10時〜12時

受講料

（教材費）

3,500円

軍手

2,000円

裁縫セット、ミシン

4,000円

タオル、ヨガマット、
無 料
水分補給用の飲み物
タオル、ヨガマット、
無 料
水分補給用の飲み物
はさみ、木工用ボンド、
1,000円
洗濯ばさみ30個、おしぼり
タオル、運動靴、水分補給
用の飲み物

1,500円
無

料

申し込み・問い合わせ 働く婦人の家 小川町４‑２‑５ ☎23‑2017
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○

９月10日 ９時〜11時
洞関地区コミュニティ消防セ
㈭
13時〜14時30分 ンター

○

９月26日 ９時〜11時
市保健福祉センター1階
㈯
13時〜14時30分

○

９月28日 ９時〜11時
松倉地区コミュニティ消防セ
㈪
13時〜14時30分 ンター

×

△
○

９月13日 ９時〜11時
小佐野地区生活応援センター
㈰
13時〜14時30分

△

９月14日 ９時〜11時
釜石・大槌地域産業育成セン
㈪
13時〜14時30分 ター

○

９月15日 ９時〜11時
釜石市民ホールTETTO
㈫
13時〜14時30分

×

９月16日 9時〜11時
中妻地区生活応援センター
㈬
13時〜14時30分

○

９月18日 9時〜11時
唐丹地区生活応援センター
㈮
13時〜14時30分

○

９月23日 9時〜11時
小佐野地区生活応援センター
㈬
13時〜14時30分

△

９月29日 ９時〜11時
中妻地区生活応援センター
㈫
13時〜14時30分
９月30日 ９時〜11時
小川集会所
㈬
13時〜14時30分

○
×

10月20日 ９時〜11時
市保健福祉センター1階
㈫
13時〜14時30分
10月29日
17時30分〜19時 市保健福祉センター1階
㈭
11月５日
17時30分〜19時 市保健福祉センター1階
㈭

○
○
○

追加申し込みを受け付けています
申込期限

市健康推進課 成人保健係

９月11日㈮

☎22‑0179

〜今こそ！ご自身や大切な方・地域のために学びませんか〜

筆記用具

裁縫セット

９月24日 9時〜11時
昭和園クラブハウス
㈭
13時〜14時30分

×

申し込み・問い合わせ

持ち物

駐車場

９月25日 ９時〜11時
釜石市民ホールTETTO
㈮
13時〜14時30分

☎27‑8453

申込方法 窓口または電話でお申し込みください
その他
講座は、新型コロナウイルス感染症の状況により、中止と
なる場合があります

定員

△

場所

○

「釜石市働く婦人の家」後期定期講座

6 秋のエコクラフト講座
7

市生活環境課 リサイクル推進係

△

回収日時

９月８日 ９時〜11時
釜石・大槌地域産業育成セン
㈫
13時〜14時30分 ター

橋野ふれあいセンター
９月11日 ９時〜11時
㈮
13時〜14時30分 長内集会所

衣類等の拠点回収の一時休止について

問い合わせ

駐車場

栗橋地区基幹集落センター
９月７日 ９時〜11時
㈪
13時〜14時30分 鵜住居地区生活応援センター

市保健福祉センター９階
講義室

13時30分〜14時30分

場所

…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。

食生活改善推進員：食育アドバイザー養成講座受講者を募集します
市は、本年度も、食生活改善推進員：食育アドバイザー養成講座を開催します。
講座では、日々の生活に必要な、バランスのとれた食事や適度な運動、心とからだの健康づくりなどについて学びます。
講座を修了した人は食生活改善推進員協議会へ入会し、地域の「食」を通じた健康づくり活動に参加することができます。
今こそ、日々の生活を見直し、健康な毎日を送るため、生活習慣を見直すきっかけとして、皆さん自身や大切な人のために学
んでみませんか。
６回コース、午前中２時間の講座になります。まずはお気軽にお問い合わせください。
日

場
内

時

所
容

定 員
受講料
申込期限

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回

10月 7日㈬
10月20日㈫
11月 4日㈬
11月17日㈫
11月26日㈭
12月 1日㈫

食改さん（食生活改善推進員）とは…？

10時〜12時

10時〜12時30分

「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、
食を通じた健康づくりを推進している全国規模
のボランティア団体です。
現在、市内では97人の30代〜80代男女会員
が活躍しています。主に食育・郷土料理伝承・
生活習慣病予防に力を入れ、皆さんの健康寿命
延伸のため活動しています。

市保健福祉センター９階研修室 大渡町３‑15‑26
講義、実技
※本年度は感染症予防対策を徹底するため、調理実習および試食の開催を見合わせます。代わりに、ライフ
ステージごとの管理栄養士オススメレシピを配布し、自宅での実践につなげていただきます
先着10人（市内在住）
無料
９月30日㈬
申し込み・問い合わせ

市健康推進課 成人保健係

☎22‑0179
広報かまいし
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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 9月６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）

「解決の糸口を見つけに行こう!」
無料相談会
（要予約）
日時 ９月12日㈯10時〜16時
場所 信用生協釜石事務所（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、税金などの滞納、DV、離
婚問題など暮らしに関する悩み事
対応 弁護士や専門スタッフ
問い合わせ 信用生協釜石事務所
（☎0120‑101‑965）

空き家活用相談会
（無料）
期日・場所 ①９月14日㈪小佐野
コミュニティ会館 ②９月17日㈭甲
子地区生活応援センター
時間 いずれも９時〜11時30分
対象 市内に空き家をお持ちの人
問い合わせ 市総合政策課（☎27‑
8413）
行政相談
日時 ９月17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）
法の日
「司法書士無料法律相談会」
日時 10月３日㈯10時〜15時
場所 釜石情報交流センター２階
会議室（大町１‑１‑10）
問い合わせ 小笠原才二司法書士
事務所（☎22‑0764）
アイヌの方々のための電話相談
日時 月〜金曜日（祝日、年末年
始を除く）９時〜17時
内容 嫌がらせ、差別、
プライバシー
の侵害などアイヌの皆さんが抱える悩
み事
相談電話 ☎0120‑771‑208
問い合わせ （公財）人権教育啓発
推進センター（☎03‑5777‑1802）
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）
7
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広報かまいし

マイナンバーカード交付窓口を
開設します
時間延長窓口 ９月９日㈬、23
日㈬17時15分〜18時30分
休日窓口 ９月13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）
コンビニ交付サービスの
開始時期を延期します
広報かまいし８月１日号で、９
月開始予定とお知らせしたマイナ
ンバーカードを使用した各種証明
書の「コンビニ交付サービス」
は、都合により延期します。開始
時期などは確定次第、改めて広報
かまいしや市のホームページでお
知らせします。
問い合わせ 市市民課
（☎27‑8450）
【募集】北方領土に関する
全国スピーチコンテスト作品
（独）北方領土問題対策協会は、
北方領土について広く認識し、返
還に対し関心を高めてもらうた
め、中学生を対象としたスピーチ
コンテストを実施します。
応募期限 10月15日㈭
※詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください
問い合わせ 令和２
年度北方領土に関す
る全国スピーチコンテスト事務局
（☎03‑5966‑5784）

９月９日は「救急の日」です

「傾聴ルームはなみずき」
電話相談をご利用ください

救急隊員は皆さんからの通報に
365日24時間体制で備えていま
す。しかし、突然、心臓や呼吸が
止まってしまった人を救うために
は、そばに居合わせた人が行う救
命処置（心肺蘇生法とＡＥＤ）が
最も大切です。いざというときに
備え、救命処置を覚えましょう。
現在、新型コロナウイルス感染
症の流行に伴い、応急手当講習会
は規模を縮小し開催しています。
受講については、お気軽にお問い
合わせください。
※９月６日㈰〜12日㈯は「救急
医療週間」です
問い合わせ 釜石消防署（☎22‑
2526）

釜石地域傾聴ボランティア「は
なみずき」は、悩み事や不安を抱
える人のお話に耳を傾け、気持ち
に寄り添う活動をしています。
「誰かに話を聞いてほしい」そん
なときは、気軽に傾聴ルームにお
電話ください。
日時 毎週金曜日 13時30分〜
15時30分（祝日を除く）

【意見募集】
県の大規模事業について
県は、釜石市内で実施予定の大
規模事業について、実施が適切で
あるかを評価しました。その内容
について意見を募集します。
対象事業 県立釜石祥雲支援学校
新築等事業
募集期限 ９月30日㈬
資料閲覧場所 県庁行政情報セン
ター、県庁県民室、行政情報サブ
センター（各地区合同庁舎内）。
または、県のホームページ（サイ
ト内検索で「パブリックコメン
ト」と入力）をご覧ください
意見提出先・問い合わせ 県政
策企画課評価担当（☎019‑629‑
5181）

ふくしトピック⑳

身体障がい者・知的障がい者相談員をご存じですか
市は、障がいのある人
やその家族が身近な地域
で相談ができるよう、相
談員を委嘱しています。
相談員は、障がい福祉
サービスの情報提供の
他、必要に応じて関係機
関と連携しながら相談に
対応します。個人の秘密
が漏れることはありませ
ん。相談したい場合は、
まずは市地域福祉課障が
い福祉係にお問い合わせ
ください。

問い合わせ

身体障がい者相談員（６人）
氏
岩 鼻
及 川
近 江
小笠原
豊間根
長谷川

名
千代美
映 子
健 一
拓 生
光 司
忠 久

知的障がい者相談員（2人）
氏
菊 池
佐々木

名
俊

二
齊

市地域福祉課 障がい福祉係

敬称略

町 名
鵜住居町
八雲町
中妻町
野田町
大只越町
上中島町
敬称略

町 名
甲子町
中妻町

☎22‑0177

〈訂正とおわび〉広報かまいし８月15日号18ページに掲載した９月27日㈰の休日当番薬
局「はまゆり調剤薬局」は、正しくは「おおぞら薬局」でした。訂正しておわびします。

相談電話

☎22‑0222

ま

ちのお知らせ
Information

児童扶養手当を支給します

※傾聴ルーム（市保健福祉セン
ター８階）での個別相談は、当面
お休みします
問い合わせ 釜石地域傾聴ボラ
ンティアはなみずき（太田☎22‑
0677）

支払日 ９月11日㈮
対象月 ７月〜８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）

【募集】
「鉄」に関するコラム

９月は
船員労働安全衛生月間です

応募作品は選考ののち、令和
３ 年 ５ 月 に 刊 行 予 定 の「 鉄 と 共
に!!2020」に掲載します。
文字数 A４用紙２枚（3,000字
程度）。写真や図などを含む
応募期限 令和３年２月26日㈮
※応募方法など詳しくは、市の
ホームページをご覧
いただくか、お問い
合わせください
問い合わせ 市世
界遺産課（☎22‑
8846）

スローガン「安全は 一人一人の
積み重ね 船員みんなで ワン
チーム」
船舶所有者、船員の皆さんは各
船で安全衛生について点検を行
い、災害、疾病の撲滅に積極的に
取り組みましょう。
問い合わせ 東北運輸局岩手運
輸支局（宮古庁舎 ☎0193‑62‑
3500）

釜石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

県は、岩手で暮らし、働きたい
若者の奨学金返還を支援します。
（最大250万円助成）
対象 （独）日本学生支援機構の奨
学金を貸与されており、県の認定
を受けた県内の「認定企業」に８
年以上継続して就業し、県内居住
を予定する人で、次のいずれかに
該当する人
①大学など（大学院、高等専門学
校を含む）に在学中の人
②大学などの既卒者（令和２年４
月１日現在35歳未満）で、県外
で就業している人または県内で正
規雇用として就業していない人
募集人数 120人程度
応募期限 10月19日㈪
※詳しくは、ホーム
ページをご覧くださ
い
問い合わせ （公財）
いわて産業振興セ
ンター産業支援部（☎019‑631‑
3824）、県商工労働観光部ものづ
くり自動車産業振興室（☎019‑
629‑5551）

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
【専門家相談スケジュール】
時間 10時〜12時、13時〜15時
専門家

期日

弁護士

９月３日㈭、10日㈭、
17日㈭、24日㈭、
10月１日㈭

司法書士

９月18日㈮

９月16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
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）

【募集】いわて産業人材奨学金
返還支援制度支援対象者

【募集】令和２年度
会計年度任用職員
職種・人数 文化財調査補助員１
人
任用期間 10月１日㈭〜令和３
年３月31日㈬
選考方法 書類審査、筆記試験、
面接試験
※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）
「かまいしエール券（プレミアム付
食事券・商品券）」の購入はお早めに
内容 市内取扱店舗で１万円分利
用できる食事券・商品券を５千円
で販売（500円の食事券×12枚、
500円の商品券×８枚）
購入期限 10月20日㈫
購入方法 購入を希望する場合は、
世帯主宛てに郵送した購入引換は
がきと身分証明書を持参の上、お
買い求めください（代理人の場合
は、代理人の身分証明書持参）
購入場 所 各地区 生活応 援セン
ター（釜石地区を除く）、市商工観
光課、釜石観光総合案内所
※詳しくは、市のホー
ムページをご覧くだ
さい
問い合わせ 市商工
観光課（☎27‑8421）
「ひきこもり家族の集い」を
開催します
日時 ９月23日㈬13時30分〜15
時
場所 釜石地区合同庁舎２階
内容 県精神保健福祉センター職
員による講話「本人とのコミュニ
ケーションの取り方のコツ」と家
族交流会
対象 市内または大槌町在住で
18歳以上のひきこもり状態にあ
る人の家族
申込期限 ９月16日㈬
申し込み・問い合わせ 釜石保健
所保健課（☎25‑2710）
広報かまいし
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釜石線70周年記念号

招 待 企 画

釜石線の全線開通70周年を記念し、
「リゾートあすなろ」車両を使用した記念号に招待します

2020
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乗車日時

10月10日㈯

乗車区間

釜石駅
（12：30発）
〜遠野駅
（13：42着）

対

象

市内在住の人

定

員

先着20組
※申し込みは、２席（２人分）で１組になります

※釜石（乗車）駅まで／遠野（降車）駅からの移動にかかる費用は各自の負担となります

No.1743

申込開始

９月９日㈬９時〜

申込方法

電話で、氏名・住所・電話番号をお知らせください

お 願 い

当日、発熱などの症状がある人、体調のすぐれない
人は乗車をお控えください。検温で37.5度以上の
人は乗車をご遠慮願う場合があります。また、ホー
ム入場時の手指の消毒とマスク着用および咳エチ
ケットの励行にご協力をお願いします。

※当日は、報道機関が入る場合があります

車両（イメージ）

※リゾートあすなろは、2010年12月の東北
新幹線新青森開業に合わせ、青森県内を運
行するリゾート列車として登場。広々とした
客室で、自然や風景を快適に楽しめる設備
も充実しています

発行

編集

〈主催：JR盛岡支社〉（申し込み・問い合わせ） 市商工観光課 観光物産係

☎27‑8421

釜石市
広聴広報課

名取裕子みちのく巡礼話芸劇場
〜長部日出雄「津軽世去れ節」より〜

直木賞作家・長部日出雄の受賞作「津軽世去れ節」を、日本を代表す
る風景写真家・富田文雄の美しい風景写真、佐野よりこの津軽民謡、三
代目井上成美の三味線をバックに、女優・名取裕子が情緒豊かに語る朗
読劇です。
出

演

ホームページ

〒026‑8686 釜石市只越町３‑９‑13 ☎22‑2111 ℻ 22‑2686

名取裕子（朗読）
、佐野よりこ（民謡）
三代目井上成美（津軽三味線）
村松幸一（横笛・太鼓・三味線）
、富田文雄（写真）

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/

日 時

11月１日㈰

場 所

釜石市民ホールTETTO ホールA

入場料

全席指定 一般 3,000円、高校生以下 1,500円
当日 各500円増

14時（開場13時30分）

※未就学児の入場はご遠慮ください
※新型コロナウイルス感染防止のため客席数を
420席（総客席数の50％）に制限して上演します
チケット取り扱い
釜石市民ホール、東山堂釜石事業センター、イオンスーパーセンター釜石店
問い合わせ

釜石市民ホールTETTO

他

発売中

☎22‑2266
広報かまいし
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