
生涯学習と社会教育の違いって？

かまいしの生涯学習 ちょこっと コラム
　「生涯学習」と「社会教育」は、一見似た言葉のように感じますが、どのような違いがあるのでしょうか。
　社会教育は、学校教育を除く、主に青少年および成人対象の組織的な教育活動です。スポーツやレクリエーション活
動も含みます。（社会教育法第２条）
　生涯学習は、学校教育や社会教育、家庭教育の下で行う組織的な学習活動だけではなく、個人的なスポーツ活動や文
化活動、趣味、レクリエーション活動、ボランティア活動などの学習も含む、社会教育より幅広い活動を指します。生涯
を通じて、自己の充実などを目指し、自分に合う方法を選んで行う学習者の視点に立った理念です。
　このように、生涯学
習は学校教育や社会教
育、家庭教育の下での学
習のほか、個人での学習
を含んだ活動で、社会
教育は、生涯学習支援
の一環であるという違
いがあります。
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令和３年　釡石市成人のつどい
●日時　令和３年１月10日㈰14時開始
　　　　※ 受付…13時～13時45分
●会場　釡石市民ホールTETTO（大町１-１-９）
●対象　平成12年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた人

成人のつどいの運営に協力いただける新成人を募集します
　新成人の皆さんの中から、司会者と抱負発表者、運営ボランティアを募集します。
◆司会者（１人）…式典を進行します。原稿は、市の担当者と一緒に検討します
◆ 抱負発表者（１人）…新成人を代表して、保護者や恩師への感謝の気持ちや、これからの抱負を発表します。
応募多数の場合は、発表内容などをもとに選考します
◆運営ボランティア（複数）…恩師からのビデオメッセージなどを作成します。動画は、式典内で披露予定です
　・ 応募方法　メールまたはFAXで、住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレス・勤務先または学校

名・担当したい役割をお知らせください
　　 syougai@city.kamaishi.iwate.jp　FAX 22-9505
　・ 応募期限　10月16日㈮
　※ 司会者と抱負発表者は式典前日令和３年１月９日㈯の

リハーサルに参加をお願いします

12月上旬に
案内状を送付します

　令和２年11月１日時点で市に
住民登録をしている対象者に、案
内状を送付します。
　市外在住で、釡石市成人のつど
いへの出席を希望する場合は、市
まちづくり課（☎27-8454）に
電話でお申し込みください。

新成人へのはなむけの言葉を募集します
　新成人の保護者や恩師をはじめとした市民の皆さんから、新成人への
はなむけの言葉を募集します。メッセージは会場に掲示する他、一部を
式典で紹介します。
◆応募条件　400字以内、形式自由
◆応募方法　 住所・氏名・電話番号を明記し、持参または郵送してくだ

さい
　　　　　　〒026-8686　只越町3-9-13　市まちづくり課
◆応募期限　11月30日㈪

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、式典日程や内容の変更、または中止する場合があります

生涯学習

社会教育
自治体・公民館などの講座、大学な
どの公開講座、民間企業の講座、ピ
アノ教室、企業内教育など

個人の学習
スポーツ、文化活動、趣味、
レクリエーション、ボラン
ティアなど

学校教育

家庭教育

一生の思い出となる成人のつどいを一生の思い出となる成人のつどいを
一緒に作り上げましょう !一緒に作り上げましょう !

デザイン：石ノ森章太郎
生涯学習のマスコット“マナビィ”

生涯学習情報誌

学びと実践が循環する生涯学習社会をめざして

令和２年９月15日号

No.92
発行：市まちづくり課 生涯学習係　☎27-8454

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

　市は、令和２年度から学校給食
費を直接、保護者の皆さんに請求
しています。負担いただく給食費
は、食材料費のみに使用され、人
件費や施設設備にかかる費用は含
まれません。
　引き落としを希望する口座の残
高不足や届出印の相違などで、引
き落としできないケースが多発し
ています。期日までに口座の残高
を確認するなど、学校給食費は期
限内に納めましょう。
納期限　５月～翌年２月の毎月
25日（25日が土・日曜日、祝日
の場合は翌営業日）
※詳しくは、市の
ホームページをご覧
ください
問い合わせ　市学校
給食センター（☎29-1271）

学校給食費を忘れずに
納めましょう

　最新の介護技術を学ぶための講
習会です。
日時　９月25日㈮13時30分～15
時30分（受付13時～）
場所　中妻地区生活応援センター
対象　介護の仕事への再就職を考
えている人、関心がある人など。
資格や経験のない人も受講できま
す
申込方法　電話、FAXまたはメー
ルでお申し込みください
申込期限　９月18日㈮
※新型コロナウイルス感染症の影
響により延期または中止となる場
合があります
申し込み・問い合わせ　岩手県社
会福祉協議会福祉人材センター沿
岸南部（山口☎080-1651-6204、
FAX31-1400、 c-yamaguchi-
shakyo@mopera.net）

【募集】「介護のしごと再就職
支援～介護技術講座」受講者

　県は、がけ崩れ危険箇所の特別
警戒区域（レッドゾーン）にある
住宅の移転を支援しています。
支援内容　「住宅の撤去費用の一
部」「住宅の建設、購入費用の一
部」「移転経費の一部」の補助
対象　市町村の「がけ地近接等危
険住宅移転事業」を利用する住宅
募集期間　随時。ただし、令和３
年度に本制度を利用した移転を検
討している場合は、９月30日㈬
までにお問い合わせ
ください
※詳しくは、県の
ホームページをご覧
ください
問い合わせ　沿岸広域振興局土木
部河川港湾課（☎27-5572）

がけ崩れ危険住宅移転促進
支援制度のご案内

作品の要件　東日本大震災および
震災後の風土、社会の移り変わり
の中で生きる人々の日々の営み、
心象などをテーマとした未発表の
短編小説。400字詰め原稿用紙15
枚～30枚。応募は１人１編とす
る
対象　県内在住または在住経験者
など岩手ゆかりの人
応募期限　10月31日㈯消印有効
※入選作品は「いわ
て震災小説2021」
として発行します
※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　NPO法人いわてアー
トサポートセンター（☎019-604-
9020）

【募集】
「いわて震災小説2021」短編小説

　各学校、放課後児童クラブ、各
種団体のセミナーなどに伺い、出
前講座を行っています。
【金融経済教育講座】
対象　小学校低学年～高校
内容　「お買い物ゲームをやって
みよう!」「社会人になる前に必
要な金融知識」など
【金融犯罪被害防止講座】
対象　一般
内容　「キャッシュカード詐欺な
どの金融犯罪被害にあわないため
に」など
【共通】
実施日　月～金曜日（祝日、年末
年始を除く）
場所　各団体で用意してください
費用　無料
申し込み・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

　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

こども救急相談電話
（岩手県医師会）

日時　10月４日㈰14時～
場所　放送大学岩手学習センター
（盛岡市　岩手大学内）
申込方法　本校ホー
ムページからお申し
込みください
問い合わせ　東北福
祉看護学校（☎022-
292-2511）

令和３年度入学生対象
東北福祉看護学校説明会

　食品衛生法が改正され、令和３
年６月から本格施行されます。
日時　11月10日㈫　①10時～12
時　②14時～16時
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　HACCPに沿った衛生管理
の制度化、営業届出制度の創設を
含む営業許可制度の見直しについ
てなど
対象　食品等事業者
定員　各回40人
申込期限　10月23日㈮
申込方法　申込用紙に記入の上、
FAXまたはメールでお申し込み
ください。申込用紙
は県のホームページ
または釡石保健所窓
口で入手できます
※新型コロナウイルス感染症の状
況により、内容が変更または中止
になる場合があります
申し込み・問い合わせ　県環境
生活部県民くらしの安全課（☎
019-629-5322、FAX019-629-
5279、 AC0009@pref.iwate.
jp）

食品衛生法の改正に関する
事業者説明会（釡石会場）
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釡石市の人口と世帯（８月）
男 15,402人（－ ４人）
女 17,032人（－ 14人）

合　計 32,434人（－ 18人）
世　帯 16,204世帯（－10世帯）

※（　）は前月比

夜間納税相談
期日　９月28日㈪、29日㈫、30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　９月27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

【国民健康保険税３期】
納期限＝９月30日㈬

１日㈭
県営両石アパート 9:00～ 9:30
かまいしワーク･ステーション 9:50～ 10:20
鵜住居保育園 10:35～ 11:05
五葉寮 11:15～ 11:45
澤口製パン前 13:00～ 13:30
鵜住居公民館前 13:45～ 14:15

６日㈫
平田災害公営住宅前 9:00～ 9:30
平田地区生活応援センター 9:40～ 10:10
平田こども園 10:30～ 11:00
県水産技術センター 12:00～ 12:30
松原公園付近 14:30～ 15:00

７日㈬
浜町 篠原浩さん宅前 9:15～ 9:45
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 13:20～ 13:50

10日㈯
青葉ビル 9:10～ 9:40
市役所車庫前駐車場 9:50～ 10:20
大只越市営住宅付近 10:30～ 10:50
釡石情報交流センター駐車場 11:00～ 11:30
県営上平田アパート4号棟前 13:00～ 13:30
上平田 教職員アパート付近 13:45～ 14:15

14日㈬
唐丹公民館前 10:30～ 11:00
大平町 望洋ケ丘集会所前 11:25～ 11:50
大平下水処理センター前 12:00～ 12:30
釡石市福祉作業所 14:20～ 14:50

15日㈭
栗橋地区生活応援センター 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
中妻地区生活応援センター 13:40～ 14:10

20日㈫
鵜住居幼稚園 9:30～ 10:00
鵜住居小学校 10:00～ 10:30
鵜住居町 日向アパート前 10:40～ 11:10
栗林小学校前 12:50～ 13:40
栗林町仮設団地前 13:45～ 14:10
砂子畑集会所前 14:20～ 14:45

21日㈬
平田駅前 9:30～ 9:50
あいぜんの里 10:00～ 10:30
デイサービスセンター善 10:40～ 11:10
上平田ニュータウン集会所前 11:20～ 11:50
岩手大学 釡石キャンパス 13:00～ 13:30
そんぽの家  GH釡石平田 14:00～ 14:20
鈴子町 ステーションホテル駐車場 14:30～ 15:00

23日㈮
唄貝 チビッコ広場前 10:20～ 10:50
洞泉市営住宅前 11:00～ 11:30
洞関地区コミュニティ消防センター前 11:40～ 12:10
仙人の里 14:00～ 14:30

27日㈫
かまいしこども園 9:20～ 9:50
只越復興住宅1号棟前 10:00～ 10:30
グループホームやかた 10:40～ 11:10
SMC㈱釡石 第1工場 12:15～ 12:45
釡石小学校 13:00～ 13:30

28日㈬
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 11:15～ 11:45
旧尾崎小学校前 13:50～ 14:20

10月の休館日　５日、12日、19日～23日、26日

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

1010月巡回日程月巡回日程
※交通事情により多少のずれが生じることがあります

問い合わせ　図書館（☎25-2233）

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

※【コース名】①研修日時②定員
③費用④申込期限
【プレス加工の基礎知識】
①10月６日㈫、７日㈬９時～16
時②先着10人③無料④９月23日
㈬
【射出成形機操作】
①10月20日㈫、21日㈬９時～16
時②先着10人③無料④10月６日
㈫
【メンタルヘルス】
①10月16日㈮、23日㈮、30日㈮
13時～17時②先着30人③1,870
円④９月30日㈬
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（☎0193-62-5606）

【募集】
10月能力開発セミナー受講者

　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。宝くじ売り場の他、特
設売り場として釡石市職員生活協
同組合売店（市役所第１庁舎地
下）でも購入できます。
販売期間　９月23日㈬～10月20
日㈫
抽せん日　10月27日㈫
※１枚300円

岩手

問い合わせ　（公財）岩手県市町村
振興協会（☎019-651-3461）

ハロウィンジャンボ宝くじ
９月23日㈬発売開始！

　市内産農産物や加工品の販売を
します。お振る舞いやプレゼント付
きスタンプラリーも開催予定です。
期日・場所　①10月３日㈯うのす
まい・トモス野外広場　②10月
25日㈰市役所第２庁舎前駐車場
③11月22日㈰市役所第２庁舎前
駐車場
時間　いずれも８時30分～12時
30分
※当日は、マイバッグやエコバッ
グの持参にご協力ください
※新型コロナウイルス感染症の状
況により、中止する場合があります
問い合わせ　市農林課（☎27-
8426）

かまいし軽トラ市を
開催します

日時　月～金曜日8時30分～16時
30分（祝日、年末年始を除く）
場所　東北財務局盛岡財務事務所
（盛岡市）
相談電話　☎019-622-1637
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
多重債務無料相談窓口

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　９月23日㈬、10月14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）

公証相談（要予約）
日時　10月１日㈭10時～12時
場所　市消費生活センター
対応　公証人
定員　先着４人
申し込み　宮古公証役場（☎0193-
63-4431）
10月１日㈭～７日㈬は公証週間

公証相談会（無料）
日時　10月１日㈭～７日㈬９時30
分～16時※土・日曜日のみ要予約
場所　宮古公証役場
内容　遺言や任意後見、金銭の貸し
借りに関する公正証書などの作成に
関する相談
問い合わせ　宮古公証役場（☎0193-
63-4431）

行政書士による
「暮らしと事業の無料電話相談会」
日時　10月１日㈭10時～16時
内容　相続、遺言、各種許認可手続
き、土地の活用など
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)

人権相談
日時　10月２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
合同労働相談会（予約優先）

日時　10月４日㈰10時～15時（受
付14時まで）
場所　アイーナ（盛岡市）
内容　パワハラ、退職、解雇など労
働問題全般
対応　弁護士、社会保険労務士、県
労働委員会委員など
申し込み　県労働委員会事務局（☎
0120-610-797）
※電話相談　☎0120-980-783、☎
019-604-3002（同日９時～16時）
岩手労働局職員が対応します

出張年金相談（要予約）
日時　10月15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　10月20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）

休日当番医・薬局・歯科医（10月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

４ 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

11 日
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

18 日
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

25 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
４ 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
11 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182
18 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
25 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎22-6480

問い合わせ　市生活環境課 市民生活係　☎27-8451

申し込み・問い合わせ
岩手大学 三陸復興・地域創生推進機構生涯学習部門　☎019-621-6492

　ＪＲ東日本および三陸鉄道からのお願いです。
● 踏切を横断するときは、警報機が鳴り始めたり、遮断機が下り始めた
ら、絶対に踏切を横断しないでください

● 警報機や遮断機のない踏切を横断するときは、踏切の手前で必ず一旦
立ち止まり、自分の目で左右を確認し、列車の姿が見えたときには、
遠くに見える場合でも列車の通過を待ってから横断してください

● 踏切以外の場所で線路を横切ったり、線路に立ち入ることは、大変危
険です。絶対にやめてください

　ＪＲ東日本および三陸鉄道は、これからも安全な列車運行に努めます
ので、引き続きご利用をお願いします。

　地域社会の変化をいち早くキャッチし、地域課題の解決に取り組む力
を育むキャリアアッププログラムです。
対象　生涯学習活動や地域福祉に関わっている人、生涯学
習に興味のある人など
定員　各コース　先着15人
受講料　無料
カリキュラム（一部のみの受講もできます）

釡石会場【市教育センター】

生涯学習基礎コース 10月 8日㈭10時～17時45分
10月 9日㈮10時～15時15分

岩手大学会場

生涯学習基礎コース 10月 7日㈬10時～17時45分
10月14日㈬13時～17時45分

地域課題コース 10月21日㈬10時～17時45分
11月18日㈬13時～17時45分

地元学コース 10月28日㈬10時～15時15分
11月 4日㈬10時～17時45分

フィールドワークコース 11月12日㈭ 9時～13日㈮17時
（宿泊含む。宿泊料3,000円程度）

申込期限　９月30日㈬

線路の踏切事故防止のお願い

「いわて生涯学習士育成講座」受講者を募集します

岩手大学の
ホームページ
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