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

蔵書点検期間　10月１日㈭～30
日㈮
※期間中、一部図書の貸し出しが
できない場合があります
※期間中に図書の蔵書データを読
み取るボランティアを募集してい
ます。詳しくはお問い合わせくだ
さい
臨時休館　10月20日㈫～23日㈮
※移動図書館は除く
問い合わせ　図書館（☎25-2233）

図書館の蔵書点検を行います
ボランティア募集と臨時休館のお知らせ

時間延長窓口　10月14日㈬、28
日㈬17時15分～18時30分
休日窓口　10月11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

研修期間　11月10日㈫～27日㈮
の間で６回講座。原則として９時
～16時。この他、期間中に保育
施設で２日間の研修があります
場所　小佐野コミュニティ会館他
対象　市内在住または市内の幼児
教育施設に従事している人で、研
修終了後、次のいずれかに従事で
きる人①保育所などの一時預かり
および小規模保育事業に従事でき
る②ファミリーサポートセンター
の提供会員として託児ができる
定員　先着10人
費用　2,750円（テキスト代）
申込期限　10月19日㈪
※研修日程、内容など詳しくはお
問い合わせください
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

【募集】
「子育て支援員研修」受講者

支払日　10月９日㈮
対象月　６月～９月分
※児童手当現況届が未提出の人
は、この日には支払われません。
提出を確認後、随時支払いとなり
ますので、必ず提出してください
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

児童手当を支給します

日時　11月14日㈯13時30分～
場所　県立宮古高校
内容　通信制の仕組みと学び方に
ついて
申込期限　10月30日㈮
※詳しくは、ホーム
ページをご覧くださ
い
問い合わせ　県立宮
古高校通信制（☎
0193-63-7428）

令和３年度入学生・保護者対象
県立宮古高校通信制説明会

　釡石・大槌・遠野地域の従業員
30人以下の事業所による就職面
談会です。資格・経験のない人も
お気軽にご参加ください。
日時　10月23日㈮15時～16時30
分（受付14時30分～）
場所　釡石・大槌地域産業育成セ
ンター２階
対象　介護・福祉の仕事に就職、
転職を希望する人や関心のある人
申込方法　電話、FAX、メール
でお申し込みください
申込期限　10月16日㈮
※合同就職面談会開始前（13時
30分～）に、介護の仕事に関す
る悩み相談などができる「介護カ
フェ」を開催します
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）

介護のしごと　小規模介護事業所による
合同就職面談会

　10月は「土地月間」です。土
地の有効活用のため、市内で大規
模な土地取引を行う場合は、国土
利用計画法に基づき、土地取引の
契約を結んだ日から２週間以内に
市への届け出が必要です。忘れず
に届け出をお願いします。
届け出が必要な土地取引の面積
区域区分 面　積

都市計画区域内 5,000㎡以上
都市計画区域外 １万㎡以上
問い合わせ　市総合政策課（☎
27-8413）

一定面積以上の土地取引は
市への届け出が必要です

　「明治日本の産業革命遺産」世
界遺産登録５周年を記念して開催
します。橋野鉄鉱山周辺の森林を
保護・管理し、後世に残していく
ため、スギの枝打ち作業などを行
います。
日時　10月24日㈯10時～12時
場所　橋野鉄鉱山一番高炉東側
（橋野第一国有林）
定員　20人程度（小学４年生以
上）
募集期間　10月１日㈭～９日㈮
申し込み・問い合わせ　市世界遺
産課（☎22-8846）

【募集】「橋野鉄鉱山稼働時代の
森づくり育樹祭」参加者

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
【10月の専門家相談スケジュール】
専門家 期日

弁護士
 1日㈭、 8日㈭、
15日㈭、22日㈭、
29日㈭

司法書士 16日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

21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 ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
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　焼き芋に紅葉、虫捕りなどをし
て親子で秋を楽しみませんか。
日時　10月18日㈰10時30分～12
時30分（受付10時15分～）
場所　福祉の森（受付：老人福祉
センター近く）
対象　就学前の子と保護者
定員　15組程度
費用　無料
服装　汚れてもいい動きやすい
服・靴、帽子
持ち物　飲み物、弁当
申込期限　10月12日㈪
※雨天決行、荒天中止
申し込み・問い合わせ　市子ども課
（☎22-5121）

【募集】「かまいし森のようちえん
2020」参加者

　地震や津波、武力攻撃などの発
生に備え、情報伝達試験を行いま
す。全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を利用し、防災行政無線
から「これはＪアラートのテスト
です」と試験放送が流れます。
日時　10月７日㈬11時ごろ
問い合わせ　市防災危機管理課
（☎27-8441）

防災行政無線による
情報伝達試験を行います

　市は「市勢功労者表彰式」を
11月下旬に行います。公益の進
展に尽くし、特に功労が顕著であ
ると思われる市民の規範となるよ
うな篤行者候補（個人、団体）を
推薦してください
推薦方法　推薦用紙を市総務課秘
書係へ提出
※推薦用紙は、市総務課秘書係や
各地区生活応援センターで配布す
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　10月16日㈮
申し込み・問い合わせ　市総務課
秘書係（☎22-2111内線111）

市勢功労者候補を
推薦してください

　建築基準法の目的、制度につい
て認識を深め、安全で住みよいま
ちづくりのために違反建築をなく
すことを目的とした週間です。
　現在、建築工事中の人は、現場
での確認表示板の掲示や設計図書
の配置を確認してください。建築
工事完了後に、完了検査申請書を
提出していない人は、至急手続き
を進めてください。
　また、ブロック塀の所有者は自
主点検を行い、危険性を感じた場
合は建築士などの専門家に相談
し、適切な補修などを行いましょ
う。
　なお、この期間中、沿岸広域振
興局土木部に建築相談所を開設し
ます。建築に関するさまざまな相
談に応じます。
※ブロック塀に関する相談は市都
市計画課（☎27-8435）でも受
け付けます
問い合わせ　沿岸広域振興局土木
部（☎27-5573）

10月15日㈭～21日㈬は
違法建築防止週間です

内容　市内取扱店舗で利用でき
る１万円分の食事券・商品券を
5,000円で販売中（500円の食事
券×12枚、500円の商品券×８
枚）
※取扱店舗は市の
ホームページをご
覧ください
購入期限　10月20
日㈫
利用期限　10月31日㈯
購入方法　世帯主宛てにお送りし
た購入引換はがきと身分証明書を
持参の上、各購入場所でお買い求
めください。代理人の場合は、代
理人の身分証明書を持参してくだ
さい
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
問い合わせ　市商工観光課（☎
27-8421）

かまいしエール券の購入は
お早めに

日時　10月24日㈯13時～14時30
分（悪天候の場合は延期）
場所　釡石地区合同庁舎駐車場
対象　釡石市・大槌町のペット飼
養者とそのペット
内容　避難のための事前準備や必
要なしつけの確認、散歩訓練など
定員　先着20組
持ち物　ペット用の避難準備品、
クレート（持ち運びできるかご）
申込期限　10月23
日㈮
※詳しくは、市の
ホームページをご
覧ください
申し込み・問い合わせ　釡石保健
所（☎27-5523）

ペットとの同行避難訓練を
実施します

　10月25日㈰に釡石市民ホール
で開催する予定の「舞踊発表会」
は、新型コロナウイルス感染症の
影響により再延期します。令和３
年度中の開催とし、期日などは確
定次第、改めてお知らせします。
チケット（入場券）について　お持
ちのチケットは、期日など確定後
に発行する新チケットと交換しま
す。
問い合わせ　柳家細川流舞踊（伊
東☎23-6106）

柳家細川流舞踊「舞踊発表会」
を再延期します

　土地区画整理法第88条第２項
に基づき、換地計画の縦覧を行い
ます。この換地計画に意見がある
場合は、縦覧期間中に意見書を提
出することができます。
期間　10月２日㈮～15日㈭８時
30分～17時15分
※土・日曜日も縦覧できます
場所　市都市整備推進室（市役所
第５庁舎２階）
問い合わせ　市都市整備推進室
（☎27-8437）

平田地区の換地計画の
縦覧を行います

日時・場所　①座学　10月25日
㈰９時～15時双葉小学校地域連携
施設　②登山　11月１日㈰五葉山
座学の内容　山の歩き方、必要な
装備と選び方、地図とコンパスの
使い方など
受講料　①300円（テキスト代）
②700円程度（交通費・保険代含
む）
定員　先着20人
※申し込みの際は、氏名、住所、
年齢、性別、電話番号をお知らせ
ください
申し込み・問い合わせ　釡石
勤労者山岳会（小笠原☎090 -
3750-4632　FAX27-8583 
ikouyoyama35@yahoo.co.jp）

【募集】
「第13回初級登山教室」受講者
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各種相談各種相談
“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　10月10日㈯、25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）
岩手県発達障がい者支援センター
「ウィズ」出張相談会（要予約）
日時　10月14日㈬、11月11日㈬10
時～16時
場所　青葉ビル
対象　自閉症やアスペルガー症候群
などの発達障がいがある人とその家
族など
内容　生活の中での困り事へのアド
バイスや関係機関の情報提供
申し込み　岩手県発達障がい支援セ
ンター（☎019-601-3203）
問い合わせ　市地域福祉課（☎22-
0177）
ひとり親家庭の親等のための
無料法律相談（要予約）

日時　11月６日㈮10時～15時
場所　釡石地区合同庁舎　沿岸広域
振興局相談室
内容　離婚や養育費、日常生活で困
っている事などを弁護士に相談
対象　ひとり親家庭の人など
問い合わせ　沿岸広域振興局保健福
祉環境部（☎25-2702）、（一社）岩
手県母子寡婦福祉連合会（☎019-
623-8539）
宮古児童相談所巡回相談（要予約）
日時　11月10日㈫10時～15時
場所　市保健福祉センター９階
内容　子どもの養育や療育への助
言・指導、必要により心理学的判定
を実施
申込期限　10月26日㈪
申し込み・問い合わせ　市子ども課
（☎22-5121）

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
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）

…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

ふくしトピック㉑

「生
いの ち
命の詩

うた
基金」の募金箱を設置しています

　生命の詩基金は、昭和９年の東北大凶作の時に、救援おにぎりの支援
に感激した少年が、昭和54年春に郵便局を退職する際、おにぎりの恩返
しとして退職金の一部を寄付したことから始まった基金です。この基金
は、障がい者の結婚祝金やスポーツ激励金など、障がい者の自立意欲と
社会参加の促進のために使われています。救援おにぎりが教えてくれた
感謝と思いやりの輪を広げるため、次の場所に募金箱を設置し、協力を
呼び掛けています。

○障がい者の結婚祝金、スポーツ激励金の申し込み・問い合わせ
　（福）岩手県身体障害者福祉協会
　☎019-637-7636  FAX019-637-7626

募金箱設置場所　市保健福祉センター　釡石市福祉作業所
　　　　　　　　陸中海岸グランドホテル　宝来館

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177

問い合わせ　市総務課 行政係　☎27-8411

10月19日㈪～25日㈰は行政相談週間です
無料相談所を開設します

　行政相談は、役所（国、県、市町村）や日本年金機構などの特殊法
人、独立行政法人などの仕事に関して困っている事や要望したい事につ
いて相談に応じ、その解決を促進するものです。
　この週間にちなみ、行政相談委員が相談所を開設しますので、お気軽
にご利用ください。東日本大震災に係る相談も受け付けます。

期日 時間 場所
10月14日㈬

13時30分～16時
中妻地区生活応援センター

10月15日㈭ 市消費生活センター
10月16日㈮ 鵜住居地区生活応援センター

対応　行政相談委員（市川淳子、高田健二）
※秘密は厳守されます

行政相談委員の高田健二さんが感謝状を受賞
　釡石市を担当区域とする高田さんが、９月２日に岩手行政監視行政
相談センター所長感謝状を受賞しました。皆さんの声を行政運営の改
善につなげた功績が認められたものです。

◇道路にはみ出している樹木などの伐採、剪
せん
定
てい
を

　道路上に樹木が倒れたり、枝が落ちたりすると、交通事故や交通障害
（渋滞など）の原因になることがあります。車両や通行者の安全確保の
ために、三陸国道事務所は道路管理者として適切なパトロールを行いま
すので、道路に接する民有地に樹木を所有している皆さんも、適切な管
理をお願いします。
◇伐採・剪定を行う前に連絡を
　道路や歩道にはみ出した樹木や倒木に
よって被害が発生した場合は、樹木の所
有者が損害賠償などの責任に問われる場
合があります。伐採や剪定作業をする際
は、交通規制や防護処置をするととも
に、事前に連絡をお願いします。
所管区域　国道45号　釡石市～大槌町
　　　　　釡石自動車道　遠野住田IC～釡石JCT

問い合わせ　国土交通省 三陸国道事務所 釡石維持出張所　☎26-5014

民有地の樹木の管理をお願いします

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

　数々の受賞歴があり東京都交響楽団ホルン奏者として活躍中の岸上
穣さんのホルン・リサイタル。ピアニストには、司会者・イラスト
レーター・少女漫画研究家などマルチに活躍中の青島広志さんを迎え
て、楽しいお話と共にお送りします。

日時　11月23日（月・祝）14時～（開場13時30分）
場所　釡石市民ホールTETTO ホールＡ
入場料　全席自由　一般2,000円、高校生以下1,000円（当日各200円増）
　　　　※未就学児入場不可。友の会会員と65歳以上の人は２割引き
チケット取り扱い　釡石市民ホールTETTO、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　他
※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％）
に制限して開催します

 受講者募集

岸
きし

上
がみ

穣
じょう

ホルン・リサイタル
～ピアニスト青島広志を迎えて～

初級英会話講座を
開催します

危機対応研究センター（釡石市・東京大学
社会科学研究所）事業
危機対応学オンライン
（Zoom）トークイベント

申し込み・問い合わせ
市まちづくり課 生涯学習係　☎27-8454

問い合わせ　釡石市民ホール　☎22-2266

申し込み・問い合わせ　市総合政策課 企画調整係　☎27-8413
sougou@city.kamaishi.iwate.jp

日 時
10月13日㈫～11月24日㈫
毎週火曜日（祝日を除く）
10時15分～11時30分
全６回

場 所

釡石情報交流センター（大
町1-1-10）または
釡石公民館（大町3-8-3　
青葉ビル内）
※開催日により、場所が異
なります

講 師 クリスティス・ノアさん
（釡石市在住）

対 象 日常で使う英会話を学びた
い人

定 員 先着10人

受 講 料
3,000円
※初回は無料です。レベル
や内容をみて２回目以降の
受講を決めてください

申込期限 10月９日㈮

※新型コロナウイルス感染症の拡大状
況により、日程を変更または中止とす
る場合があります

　新型コロナウイルス感染拡大によってもたらされる市民の
危機への対応として、行政はどのような工夫が行えるのか。
　福井県の県民向けマスク購入あっせん事業と中小企業休業
等要請協力金の施策を事例とし、感染症拡大下における国・
県・市町村の連携のあり方を考え、あわせてポスト・コロナ
の時代を展望します。
日時　10月18日㈰　15時～16時30分
場所　釡石市民ホールTETTOホールＢ（ライブ配信）
　　　※自宅などからオンラインで参加もできます
テーマ
　「 感染症拡大下の国・県・市町村連携　ポスト・コロナへ
の展望」

出演者
　東京大学社会科学研究所　教授　玄田　有史 さん
　　　　　　〃　　　　　　教授　中村　尚史 さん
　　　　　　〃　　　　　　教授　宇野　重規 さん
　福井県産業労働部創業・経営課　課長　荒木　一男 さん
対　象　どなたでも参加できます
参加費　無料
参加方法
　① 自宅などからオンラインで参加（インターネット環境が
必要です）

　　➡ 10月8日㈭までにメールでお申し込みください。申込
者には、当日までに参加URLを送付します

　② 釡石市民ホールTETTOホールBでのライブ配信に参加
　　➡ 10月16日㈮までに電話などでお申し込みください

参加者
募　集

（左）青島広志さん（右）岸上穣さん
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