
令和２年度岩手県幼少年婦人
防火委員会会長表彰伝達交付式

令和2年度交通安全功労者表彰伝達式
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『黄金の國、いわて。』Presentsともだちマッチ　
釡石シーウェイブスRFC対ヤマハ発動機ジュビロ

９月18日［鵜住居幼稚園］
９月29日［沿岸広域振興局］

９月26日［橋野鉄鉱山］

９月１日［釡石港　公共埠頭］

９月５日［釡石鵜住居復興スタジアム］

　鵜住居幼稚園幼年消防クラブは、日頃から火災、
地震、津波を想定した消防訓練を実施している他、
防災教室を開催するなどして火災予防や防災意識の
向上に努めています。
　その取り組みが他のクラブの模範であると認めら
れ、表彰状が贈られました。表彰を受け、磯田育子
園長は「自分の命は自分で守れるよう、これからも
訓練や防災教室を通して学んでいきましょう」と話
しました。

　釡石市交通指導隊隊長の佐藤鉄太郎さんが交通安全功労者
表彰を受け、彰状伝達式が行われました。この表彰は交通安
全に顕著な功績のあった方に対し、交通対策本部長（内閣府
特命担当大臣）から贈られるものです。佐藤さんは昭和59年
に釡石市交通指導員に就任し、36年間、通学・通勤路での街
頭指導活動などを行い、平成22年から隊長を務めています。
表彰状を受け取った佐藤さんは「見守ってきた子どもたちが
就職や帰省の際に声を掛けてくれることがあり、嬉しく感じ
る。こちらも若い人たちから力を貰っている」と振り返りま
した。

　通常は非公開となっている、鉄鉱石採掘場・運搬路跡の見学会を開催しまし
た。一行は橋野鉄鉱山インフォメーションセンターを出発し、片道約３kmの運搬
路跡を山歩きして目的地の採掘場跡に到着。参加者は「かつて、人力で鉄鉱石を
採掘し牛を使って運搬していた時代があった」と解説を聞き、先人の苦労に思い
をはせました。ある参加者は「当時、良質な鉱石を得ることが、それだけ政治的に
大切だったのだろうと感じる」と話しました。

　プリンス海運株式会社（兵庫県神戸市）のRORO船デイブレイクスベルが寄港
し、岸壁への接岸、トレーラーシャーシの荷役試験を行いました。RORO船（ロー
ルオン・ロールオフ船）とは車両が自走して乗り降りし、貨物を積んだ車両をそ
のまま運ぶことができる船舶を指します。釡石港には従来、RORO船が寄港し自
動車産業を中心に貨物を輸送していましたが、東日本大震災以降は途絶えていま
す。市は今後も定期航路の就航に向けてポートセールスなどの取り組みを進めて
いきます。

　釡石シーウェイブス（SW）とヤマハ発動機ジュビロは、2011年６月の震
災後初の練習試合や2018年８月の釡石鵜住居復興スタジアムのこけら落とし
で対戦するなど交流を続けています。
　試合の前半は一進一退の攻防を繰り広げるも０-21とヤマハのリードで折り
返しました。後半開始早々には釡石SWのファンデンヴォルト選手のトライで
見せ場を作りましたが、徐々にヤマハのペースとなり、最終的には釡石SW５
-61ヤマハでノーサイドとなりました。

園児らは、防火の誓いとして①火遊びはしない②火の
そばで遊ばない③火事をださないよう気をつけると3つ
の誓いをしました

表彰を受けた佐藤鉄太郎さんと妻のツカ子さん

磁石がくっつくため、鉄が含まれてい
ることが分かります

搬出されるトレーラーシャーシ

観戦者を両チームのサポーターに限定し
923人が来場。検温や手指の消毒、マスク
の着用など感染対策を十分行った上で開催
されました。感染予防のため、おなじみの
「釡石コール」は禁止されましたが試合を
通してスタンドからは、両チームに温かい
拍手が送られました

まちのまちの 話話題題ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
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　市は、令和３年４月に市内各小
学校に入学するお子さん（平成
26年４月２日～平成27年４月１
日生まれ）の健康診断を10月、
11月に実施します。
　日程などは市教育委員会から通
知しますので、対象となるお子さ
んは、必ず受診してください。
※詳しくはお問い合わせください
問い合わせ　市学校教育課（☎
22-8833）

令和３年４月入学児童の
健康診断を実施します

延長後購入期限　10月31日㈯
延長後利用期限　令和３年１月17
日㈰
※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
購入方法　世帯主宛ての購入引換
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・利用期限を延長します

　東日本大震災で被災した人がテ
レビ難視聴地区（片岸地区、両石
地区）に自宅を再建するときに、
ケーブルテレビへ加入する費用を
事業者へ補助していましたが、令
和３年３月31日㈬で終了します。
問い合わせ　市広聴広報課（☎
27-8419）

情報通信技術利活用事業費
補助金制度を終了します

試験日　令和３年１月16日㈯
受付期間　電子申請11月17日㈫
～24日㈫17時、郵送・窓口持参
11月20日㈮～27日㈮当日消印有
効
場所　釡石商工高校他（予定）
※申請方法など詳しくはお問い合
わせください
問い合わせ　（一財）消防試験研
究センター岩手県支部（☎019-
654-7006）

令和２年度危険物取扱者試験
試験案内

　市と釡石商工会議所、釡石職業
訓練協会は共催で、市内の中小企
業に勤める人で、多年にわたり業
務に精励し顕著な功績を挙げた
人、または一般の模範として推奨
すべき業務や善行のあった人を対
象に、永年勤続表彰と特別表彰を
行います。
表彰式日時　11月24日㈫15時30
分～
表彰式場所　ホテルサンルート釡
石
推薦方法　所定の
用紙に必要事項を
記入の上、釡石商
工会議所に提出し
てください
推薦締め切り　10月30日㈮
問い合わせ　釡石商工会議所総務
課（☎22-2434）

釡石市中小企業優良勤労者表彰の
推薦を受け付けています

　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）

【コース名：初級管理・監督者】
研修日　11月11日㈬、12日㈭
定員　先着30人
費用　無料
申込期限　10月27日㈫
【コース名：３次元ＣＡＤ入門】
研修日　11月19日㈭、20日㈮
定員　先着５人
費用　無料
申込期限　11月５日㈭
【コース名：Access】
研修日　11月26日㈭、27日㈮
定員　先着15人
費用　2,178円（テキスト代）
申込期限　11月11日㈬
【コース名：中堅社員】
研修日　12月９日㈬、10日㈭
定員　先着20人
費用　2,420人（テキスト代）
申込期限　11月24日㈫
【共通】
研修時間　９時～16時
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】11月・12月能力開発
セミナー受講者

　年齢に関係なく、パートや学生
アルバイトを含め、県内で働く全
ての労働者に適用されます。
　使用者も労働者も、賃金が最低
賃金以上になっているか必ず確認
しましょう。
時間額　793円
発効日　10月３日㈯
問い合わせ　岩手労働局労働基準
部賃金室（☎019-604-3008）

岩手県の最低賃金が
改正されました

　令和元年度釡石市情報公開制度
の利用状況は次のとおりです。請
求方法など詳しくは、お問い合わ
せください。　
【市長への請求】
請求件数 開示 非開示
55件 48件 ３件

【その他の機関への請求】
請求件数 開示 非開示
12件 ９件 ３件

※請求件数には取り下げ件数を含
む。開示には一部開示を含む
問い合わせ　市広聴広報課（☎
27-8419）

釡石市情報公開制度の
利用状況をお知らせします
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夜間納税相談
期日　10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　10月25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

【市県民税３期】
【国民健康保険税４期】
納期限＝11月２日㈪

釡石市の人口と世帯（９月）
男 15,377人（－ 25人）
女 16,997人（－ 35人）

合　計 32,374人（－ 60人）
世　帯 16,185世帯（－19世帯）

※（　）は前月比

５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

10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

11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

12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

14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

17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

19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

25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

27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

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～ 14:2011月の休館日　２日、３日、９日、16日、23日、24日、30日

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

1111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）

■列車時刻、運賃・料金、空席状況に関する問い合わせ
　JR東日本お問い合わせセンター ☎050-2016-1600

問い合わせ　市健康推進課 母子保健係　☎22-0179

　12月１日㈫以降、小佐野駅では駅係員が終日不在となります。運賃は
列車の車内または降車駅でお支払いください。また、定期券などは、釡
石駅などでお買い求めください。ご理解とご協力をお願いします。

　妊娠中や出産後の心身の不調などにより家事を行うことが困難な人に対
して、市が委託した事業者からヘルパーを派遣し、掃除、洗濯、買い物など
の家事を支援します。
【対象】　市内に住所を有し、６月１日以降に出産または出産予定の妊産
婦で次のいずれかに該当する人
① 新型コロナウイルス感染症の影響により予定していた市外への里帰り
出産を控えることとなり、親族による家事援助を受けられない妊産婦
②日中に親族などによる家事援助を受けられない妊産婦
【利用可能期間・回数】
　出産日または出産予定日を起点として、前後の最長６カ月間
（利用上限回数　月４回　　最大利用回数　24回）
【利用料】　無料
※申込方法など詳しくは、お問い合わせください

11月30日㈪で小佐野駅の窓口営業を終了します

産前・産後のお母さんをお手伝いする
家事支援サービス事業を始めます

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

日時　11月6日㈮10時～19時
※回答は、19時以降に協会歯科
医師から折り返し電話します
内容　歯やお口に関する悩み事
相談先　岩手県保険医協会歯科部
会（☎019-651-7341）

イイ歯デーテレホン相談
（無料）

各種相談各種相談
東日本大震災被災者対象

「住まいの給付金」申請相談会
日時　10月25日㈰10時～12時30
分、13時30分～16時（予約不要）
場所　青葉ビル 
※新型コロナウイルス感染症予防のた
め中止する場合があります。住宅再建
に関する相談は、市生活支援室にお問
い合わせください
問い合わせ　市生活支援室（☎22-
1171）
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　10月28日㈬、11月11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　11月５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）

人権相談
日時　11月６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

身体障がい者巡回相談
（補装具・要予約）

日時　11月13日㈮14時～16時（受
付14時30分まで）
場所　市身体障害者福祉センター
対象　肢体不自由により身体障害者
手帳の交付を受けている人
内容　義肢、装具、車いすなどの交
付、修理の要否や適合判定の実施
申込期限　10月26日㈪
申し込み　市地域福祉課 (☎22-
0177）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　11月17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）

出張年金相談（要予約）
日時　11月19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

休日当番医・薬局・歯科医（11月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

１ 日
釡石しょうけいクリニック

甲子町
☎27-8571

アクト調剤薬局 ☎27-7001

３ 火・祝
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎22-1005

パルム薬局 ☎22-3353

８ 日
道又内科小児科医院

大槌町
☎42-2500

ひょっこり薬局 ☎27-5220

15 日
小泉医院

中妻町
☎23-5157

ハロー薬局 ☎23-8455

22 日
神林医院

甲子町
☎23-6635

中田薬局松倉店 ☎23-1230

23 月・祝
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎42-7788

菊屋薬局 ☎42-3526

29 日
はまと神経内科クリニック

鵜住居町
☎29-1212

リリーフ薬局 ☎29-1555
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
１ 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎42-8418
８ 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800
15 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎23-5478
22 日 小松歯科医院 大槌町 ☎42-7702
29 日 近藤歯科医院 大槌町 ☎42-7667

問い合わせ　国勢調査釡石市実施本部　☎22-0123、22-0133

問い合わせ　県立釡石病院　☎25-2011

　調査票をまだ提出していない場合や、調査票が届いていない場合など
がありましたら大至急、担当する国勢調査員または国勢調査釡石市実施
本部までご連絡ください。

　循環器内科医師の減少により、10月から消化器内科、循環器内科を
「内科」として診療体制を変更します。
変更日　10月１日
【外来診療】
　・ 新患者は紹介患者のみとします
　・ 原則、新患者、再来患者ともに予約制としますが、胸の痛みや動悸

などの症状がある患者さんは、紹介や予約に関わらず診察します
　・ 症状が安定していると主治医が判断した場合は、近隣の開業医など

に紹介させていただきますので、ご理解をお願いします
【救急対応】
　 　心筋梗塞や心不全の患者さんについては、治療体制が整っている岩
手医科大学附属病院や県立大船渡病院、県立遠野病院などへ搬送し、
治療を依頼します。

【入院対応】
　 　消化器内科系、循環器内科系の患者さんを「内科」に集約し、内科
医師が対応します。

10月１日現在
調査実施 　国勢調査調査票の提出はお済みですか

県立釡石病院 内科の診療体制を変更しました
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