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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㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

９月16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　釡石地区被災者相
談支援センター（☎0120-836-
730通話料無料、☎080-5734-
5494）

釡石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

　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）

【募集】
「鉄」に関するコラム

　釡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）
相談電話　☎22-0222 
※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　釡石地域傾聴ボラ
ンティアはなみずき（太田☎22-
0677）

「傾聴ルームはなみずき」
電話相談をご利用ください

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（釡石地区を除く）、市商工観
光課、釡石観光総合案内所
※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）

「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

日時　９月23日㈬13時30分～15
時
場所　釡石地区合同庁舎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　釡石保健
所保健課（☎25-2710）

「ひきこもり家族の集い」を
開催します

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）

児童扶養手当を支給します

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）

９月は
船員労働安全衛生月間です

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）

【募集】令和２年度
会計年度任用職員

　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）

【募集】いわて産業人材奨学金
返還支援制度支援対象者
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“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　釡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、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　信用生協釡石事務所
（☎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　釡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）

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。

身体障がい者相談員（６人） 敬称略
氏　名 町　名

岩　鼻　千代美 鵜住居町
及　川　映　子 八雲町
近　江　健　一 中妻町
小笠原　拓　生 野田町
豊間根　光　司 大只越町
長谷川　忠　久 上中島町

知的障がい者相談員（2人） 敬称略
氏　名 町　名

菊　池　俊　二 甲子町
佐々木　　　齊 中妻町

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177

　県は、釡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　県立釡石祥雲支援学校
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）

【意見募集】
県の大規模事業について

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）

マイナンバーカード交付窓口を
開設します

　（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）

【募集】北方領土に関する
全国スピーチコンテスト作品

　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）

コンビニ交付サービスの
開始時期を延期します

　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　釡石消防署（☎22-
2526）

９月９日は「救急の日」です

〈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。
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