
日時 11月７日㈯ 12時～14時

場所 釡石市民ホールTETTO ホールＢ前広場
（大町１-１-９）

対象
どなたでも
※ 参加費、事前申込は不要。マスクを着用し、
来場してください

日　　時
11月21日㈯、12月５日㈯、
12月19日㈯、令和３年１月30日㈯、
 2月13日㈯、２月27日㈯
13時～15時

場　　所 鉄の歴史館

費　　用
テキスト代　 ６回分1,000円（各回参加

の場合200円／回）
※テキストは各回ごとに配布

内　　容 釡石に関する近世（江戸時代）の古文書
をテキストに入門講座を行います

講　　師
高橋　和孝さん（奥州市教育委員会事務
局歴史遺産課企画管理係 兼 奥州市牛の
博物館学芸員）

募集人数 先着20人
募集期間 随時　※初回は11月13日㈮まで問い合わせ

県沿岸広域振興局水産部　漁港管理課
☎25-2706 問い合わせ　市世界遺産課　☎22-8846

古文書入門講座の参加者を
募集します

釡石漁港海岸自動閉鎖システムの
住民および利用者説明会を開催します

　岩手大学三陸復興・地域創生推進機構、岩手大学平
泉文化研究センターと共催で古文書入門講座を開設し
ます。

　県は、東日本大震災で被災した釡石漁港海岸防潮堤
および陸

りくこう
閘の復旧工事を進めてきました。内港第二防

波堤（Ｔ字防波堤）付近の陸閘は、手動開閉を要さな
い遠隔操作陸閘（５号陸閘）です。整備中の５号陸閘
は令和２年11月下旬に供用開始予定です。供用開始に
あたり、概要や運用方法などの説明会を開催します。

日時 11月19日㈭
18時30分～20時30分

場所 沿岸広域振興局　釡石地区合同庁舎４Ｆ
大会議室

内容 ・防潮堤および陸閘の概要
・遠隔操作陸閘（５号陸閘）の運用方法 他

対象 近隣の住民、企業、関係団体

釡石産アカモクの加工＆オリジナルふりかけづくり体験

保 護 猫 の
譲 渡 会 を
開催します

募集
　釡石産のスーパー海藻アカモクを利用した体験会を開催します。アカモクについて理解を深め、加工し
たボイルアカモクやご自身で作ったアカモクふりかけをお持ち帰りください。

　釡石保健所では、保
護した猫の新しい飼い
主を募集しています。
譲渡を希望する人は、
当日または後日、譲渡
前講習会を受けていた
だき、その後、保護猫
を譲渡します。

日 時 11月29日㈰　13時～16時
場 所 尾崎白浜コミュニティ番屋　大字平田８-75

人 数
先着10人
※ 小中学生は保護者同伴でお申し込みください。また、マスク・エプロンを持参してくだ
さい

参 加 費 無料
主 催 白浜浦魚食普及研究グループ（共催：釡石湾漁協白浜浦女性部）
申し込み 11月４日㈬から電話で受け付け　※受付時間　月～金曜日　９時～16時

申し込み・問い合わせ　岩手大学釡石キャンパス内　釡援隊 齋藤 ☎55-5691

問い合わせ　釡石保健所　環境衛生課 動物愛護担当　☎27-5523　内線249

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

日時　12月26日㈯13時～15時30分
場所　岩手県議会議事堂(盛岡市)
対象　小学５、６年生と保護者
内容　議事堂探検、県議会クイ
ズ、議員とのふれあいトークなど
定員　先着20組40人　
募集期間　11月13日㈮～30日㈪
※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　岩手県
議会事務局（☎019-
629-6022）

【募集】
「冬休み!親子県議会教室」参加者

日時　11月７日㈯①10時～②14
時～　※申し込み不要
集合場所　橋野鉄鉱山入口（大門
跡）
内容　種砕水車場跡、鍛冶屋敷
跡、大工屋敷跡、長屋跡の発掘調
査成果について解説。出土遺物
（陶器片、フイゴの羽口、レンガ
など）の紹介
※参加する人は、マスクを着用し
てください
問い合わせ　市世界遺産課（☎
22-8846）

橋野高炉跡発掘調査現地説明会

　令和３年の裁判員候補者名簿に
登録された人に、11月中旬に名
簿記載通知を送付します。この通
知は、令和３年２月ごろから約１
年間に、裁判員に選ばれる可能性
があることを事前にお伝えし、あ
らかじめ心積もりをしていただく
ためのものです。
※詳しくは、ホーム
ページをご覧くださ
い
問い合わせ　盛岡地
方裁判所事務局総務
課（☎019-622-3342）

裁判員制度～まもなく名簿記載通知を
発送します

名称　岩手県事業復興型雇用確保
助成金
対象　岩手県沿岸12市町村に所
在し、国または自治体の補助金・
融資事業などを活用している事業
所
助成内容　①求職者を雇用した場
合、１人当たり３年間で最大120
万円を助成　②雇い入れに先立っ
て住宅支援の導入などを行った場
合、１年間で最大240万円を助成
申請期限　【前期】11月30日㈪（２
月１日～10月31日までの雇い入
れ）【後期】令和３年１月29日㈮
（11月１日～令和３年１月29日
までの雇い入れ）
問い合わせ　県商工労働観光部
定住推進・雇用労働室（☎019-
656-1571）

事業主の皆さんへ　雇用確保の
助成金申請を受け付けています

時間延長窓口　11月11日㈬、25
日㈬17時15分～18時30分
休日窓口　11月８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

対象　交通事故で父または母を亡
くした子どものうち、令和２年４
月に小・中・高校（同程度の学校
を含む）または大学（短期大学、
高等専門学校またはそれと同程度
の学校を含む）に入学した子ども
※本人または扶養義務者が令和２
年４月１日現在で市内に住所を有
していることなどの条件あり
支給額　小学校３万円、中学校
６万円、高校９万円、大学15万
円
申請期限　11月30日㈪
申し込み・問い合わせ　市教育委
員会総務課（☎22-8832）

令和２年度交通災害遺児
奨学資金を支給します

　新型コロナウイルス感染症の影
響で、一定の事業収入の減少が
あった中小事業者などは、申告に
より令和３年度の１年分に限り、
償却資産や事業用家屋に係る固定
資産税の課税標準が２分の１また
はゼロになります。
申告期限　令和３年２月１日㈪
※申告には、認定経営革新等支援
機関等からの確認が必要です
※詳しくは、市の
ホームページをご覧
ください
問い合わせ　市税務
課（☎27-8489）

新型コロナウイルス感染症に係る
固定資産税の軽減措置のお知らせ

募集人数　事務補助２人
任用期間　11月15日㈰～令和３
年３月31日㈬
業務内容　①ふるさと納税受付関
連業務　②市民体育館の入館受付・
備品管理業務など
選考方法　書類審査、面接試験
※勤務条件、必要資
格、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年度採用
会計年度任用職員

日時　月～金曜日（祝日、年末年
始を除く）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
【11月の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  5日㈭、12日㈭、
19日㈭、26日㈭

司法書士 20日㈮

ファイナン
シャルプラ
ンナー

18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
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問い合わせ　釡石大槌地区行政事務組合消防本部　☎22-1642
　　　　　　　　　　　　　　　　　釡石消防署　☎22-2526

11月９日㈪～11月15日㈰は
令和２年秋季全国火災予防運動

『その火事を　防ぐあなたに　金メダル』
住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

※３つの習慣
　●寝たばこは、絶対やめる
　●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する
　●ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
※４つの対策
　●逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設置する
　● 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防
炎品を使用する

　● 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設
置する

　● お年寄りや身体の不自由な人を守るため、隣近所の協力
体制をつくる

　調査票の審査の結果、記入漏れや疑義などがあった場合は、確認
のため国勢調査指導員または、国勢調査釡石市実施本部から電話で
お尋ねすることがあります。
　なお、年収、預金額、 クレジットカード番号、マイナンバー、
銀行口座などを聞くことは絶対にありません。不審な電話があった
際は、国勢調査釡石市実施本部までご連絡ください。

問い合わせ　国勢調査釡石市実施本部　☎22-0123、22-0133

国勢調査へのご協力ありがとうございました

実施期間　12月７日㈪～18日㈮
対象　おおむね65歳以上の寝た
きりの人や重度の身体障がい者な
どで、寝具の衛生管理が難しい人
料金　①掛け布団、敷き布団、毛
布の３点：660円②寝台用マット
レス（スプリングマット不可）、
ベッドパッド、掛け布団、毛布の
４点：880円
※生活保護世帯は無料です
※希望者には代替寝具を貸し出し
ます
※シルク綿、綿入れ丹前、綿入れ
はんてんは、水洗いができないた
め利用できません
申込期間　11月２日㈪～20日㈮
申し込み・問い合わせ　市高齢介
護福祉課（☎22-0178）

寝たきりの人へ
寝具の洗濯、乾燥、消毒サービス

【 食物アレルギーと食の安全安心
を考える会】

日時　11月26日㈭13時30分～15
時10分
場所　アイーナ（盛岡市）
内容　小児の食物アレルギーにつ
いての講演
定員　100人
【食の安全安心を考える講座】
日時　①食中毒　12月18日㈮10
時30分～12時　②食品表示を見
る方法　12月18日㈮13時30分～
15時　③食品の安全　令和３年
１月22日㈮13時30分～16時
場所　マリオス（盛岡市）
定員　各回40人
【共通】
申込期限　11月13日㈮
※詳しくは、ホーム
ページをご覧になる
か、お問い合わせく
ださい
申し込み・問い合わせ
県県民くらしの安全課（☎019-
629-5385）

【募集】食の安全安心を考える
講座などの参加者

日時　11月２日㈪17時～19時45
分
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　RWC2019フィジー対ウ
ルグアイ戦の振り返り、小中学生
による感想文発表、元日本代表に
よるオンライントーク、各種ボラ
ンティア活動報告など
問い合わせ　市スポーツ推進課
（☎27-5712）

絆の日×RWC釡石開催
１周年記念セレモニー

　東日本大震災でご遺体が発見さ
れながら、未だ身元が判明されて
いない方々の似顔絵や顔写真、震
災当時の着用衣類の写真を公開し
ます。また、震災で行方不明と
なっている方々に関する相談など
を受け付けます。
日時　11月15日㈰10時～14時
場所　釡石警察署
※令和３年２月14日㈰に大槌町
文化交流センター「おしゃっち」
で相談会を開催する予定
問い合わせ　釡石警察署（☎25-
0110）、県警察本部刑事部捜査第
一課（☎019-653-0110）

震災身元不明者等に関する
相談会を開催します

　検察審査会制度とは、検察官が
被疑者（犯人と思われる人）を不
起訴処分（裁判にかけない）とし
たことの善し悪しを審査する制度
です。検察審査員候補者は、選挙
権を有する20歳以上の国民の中
から「くじ」で選ばれます。
※裁判員制度とは異なります
問い合わせ　盛岡検察審査会事務
局（☎019-622-3391）

11月中旬以降に検察審査員
候補者に通知を送付します
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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　11月14日㈯、29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）

行政相談
日時　11月19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）
女性のための女性司法書士による
無料法律相談会（予約優先）

日時　11月28日㈯10時～16時
場所　岩手県司法書士会館２階
内容　相続、成年後見、借金問
題、家族間の問題など法律の関係
する悩み事
相談電話　☎0120-823-815（通
話料無料）、☎019-623-3355
問い合わせ　岩手県司法書士会事
務局（☎019-622-3372）
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。

多重債務無料相談窓口
日時　月～金曜日（祝日、年末年始
を除く）８時30分～16時30分
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）
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）

ガイドブックに関する問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策本部（市健康推進課）
☎22-0179

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
内容 担当課・連絡先

総合相談窓口
（保健、医療に関すること）

市健康推進課
☎22-0179

市内事業者向け相談窓口
（経営環境、資金繰りなど）

市商工観光課
☎27-8421

釡石商工会議所
☎22-2434

県沿岸広域振興局経営企画部
産業振興室
☎25-2718

市民の暮らしに関する相談窓口
（生活費など）

市地域福祉課
☎22-0177

一時的な資金の緊急貸付 釡石市社会福祉協議会
☎24-2511

※ 市は「新型コロナウイルス感染症に関する支援制度ガイドブッ
ク」を作成し、配布しています。また、市のホームページからも
ご覧いただけます

配置場所

 市市民課、各地区生活応援センター、市保健福祉セ
ンター、新型コロナウイルス支援制度活用サポート
センター（釡石商工会議所２階）、釡石・大槌地域
産業育成センター、沿岸広域振興局、ハローワーク
釡石

ふくしトピック㉒

高齢者・障がい者なんでも110番をご利用ください
　高齢者や障がいのある人、その家族や関係者からの法律・介護・
福祉サービス・年金などの幅広い分野の相談に、専門職員が電話や
面接で応じます。相談内容は固く守られます。

● 日時　11月18日㈬　13時から17時
●  面談会場　岩手県福祉総合相談センター３階
　　　　　　（盛岡市本町通３-19-１）
● 相談電話番号　☎019-625-0110
●  料金　無料（電話相談での通話料は相談者の自己負担）
● 参加団体　岩手県弁護士会・（公社）成年後見センター・岩手県社
会保険労務士会・（公社）日本精神保健福祉士協会・岩手県介護福
祉士会・盛岡広域圏障害者地域生活支援センター　他

問い合わせ　東海林法律事務所　弁護士 東海林利哉　☎019-623-9511
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