2020 年 12 月1 日号 No.1749

釜石には 愛 がある

広報

第11回全国虎舞フェスティバル 観覧者を募集します
本年は新型コロナウイルス感染症予防のため、入場を事前申込制とします。なお、申し込み多数の場合は、抽選とな
りますのであらかじめご了承ください。※新型コロナウイルス感染症の発生状況により中止になる場合があります
令和３年１月24日㈰

午前の部 ９時40分〜11時55分
（予定）
午後の部 13時〜15時
（予定）

日

時

定

員

午前の部400人 午後の部400人

場

所

釜石市民ホールTETTO

参加団体

申込方法

募集期間
当選発表

注意事項

※入場無料

午前の部 ・かまいしこども園 ・錦町青年会 ・平田青虎会
・県外団体（映像） ・白浜虎舞好友会 ・尾崎青友会
午後の部 ・両石虎舞保存会 ・鵜住居青年会 ・箱崎虎舞保存会
・県外団体（映像） ・陸中弁天虎舞 ・只越虎舞
往復はがきに次の通り記入し、お申し込みください
往信おもてに「〒026‑0031 釜石市鈴子町22‑１
（一社）
釜石観光物産協会」と記入
返信うらには何も記入しないでください
返信おもてに「代表者の郵便番号、住所、氏名」を記入してください
往信うらに代表者の①氏名 ②郵便番号 ③住所 ④年齢 ⑤性別
⑥電話番号
（携帯可） ⑦入場希望の時間「午前・午後・どちらでも
可」の中から希望の部を選んで記入してください
※１枚のはがきで最大３人まで申し込みできます。その場合は⑧一緒
に観覧する人の住所、氏名、電話番号も記入してください
※午前・午後両方の観覧を希望する場合は、往復はがきを２通用意
し、それぞれにお申し込みください
12月１日㈫〜31日㈭
当日消印有効
当選発表は１月初旬にはがきの返信で行います
※返信されたはがきが、当選者の当日の入場チケットとなりますの
で、忘れずに持参してください

昨年のステージ発表
往信おもて
〒026 - 0 031

釜石市鈴子町
22-１
（一社）
釜石観光物産協会

返信おもて

当日は、申し込み時にはがきに記載した人しか入場できません。２人
以上で申し込んでいる場合は一緒に入場してください。また、新型コ
ロナウイルス感染症予防のため検温などを実施しますのでご協力をお
願いします

問い合わせ （一社）
釜石観光物産協会

返信うら

（記入なし）

往信うら

代表者の住所、お名前
をご記入ください

☎27‑8172

①氏名
②郵便番号
③住所
④年齢 ⑤性別
⑥電話番号（携帯可）
⑦希望時間
午前・午後
どちらでも可
⑧一緒に観覧する人
の住所、氏名、電話
番号
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鉄の日に寄せて

月 日は鉄の日です︒市は︑そ
の前後を﹁鉄の週間﹂として各種イ
ベントを開催しています︒本年は橋
野鉄鉱山が世界遺産に登録されて
周年の節目でもあり︑喜びもひとし
おに感じます︒
その一環として先日開催した﹁橋
野鉄鉱山世界遺産登録 周年記念シ
ンポジウム﹂では︑大変ありがたい
ことに日本製鉄株式会社が所有する
﹁紙本 両 鉄鉱山御山内 並 高炉之図﹂
の原本を市に寄贈していただきまし
た︒文久年間︵１８６０年代前半︶
の鉄づくりを現代に伝える貴重な資
料であり︑市の宝物として末永く大
切にしたいと思います︒皆さんも機
会があればぜひご覧ください︒※
鉄というと印象深いのが︑私が市
長に就任した平成 年に製鉄１５０
周年を記念して釜石駅前に鉄のモ
ニュメントを設置し︑製鉄所の高炉
から受け継がれた火を灯したときの
ことです︒製鉄が企業の歴史から︑
まち全体の歴史となる象徴的な出来
事だったと感じています︒鉄のまち
釜石を発展させてきた先人の苦労に
思いをはせると︑私も復旧・復興に
一層努力しなければならない︑と背
筋の伸びる思いがします︒
※鉄 の 歴 史 館 で レ プ リ カ を 常 設 展 示
しています

たんだい しんしょう…強い勇気、大きな志と共に、細やかな思いやりの心で真の復興へ
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ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？
８月から、ひとり親世帯臨時特別給付金の申請を受け付けています。平成14年４月１日以降に生まれた子ど
も（障がいの状態にある子どもの場合は20歳未満）を扶養しているひとり親世帯の人は、給付金を受給できる
可能性があります。
基本給付
申請書
収入、所得に関する申立書
本人確認書類の写し
通帳の写し
収入の額が分かるもの
年金額が分かるもの
戸籍謄本
追加給付
申請書
本人確認書類の写し
※いずれも児童扶養手当の支給制限限度額に相当す
る収入額を超える場合は支給されません
※生活保護受給者は追加給付の対象となりません
※申請書類の内容が異なる場合があります。一度お
問い合せください

申請期限
問い合わせ

参加者募集
象

市内に在住または在勤の人

場

所

働く婦人の家

受付開始

市子ども課 子ども福祉係

12月９日㈬８時30分〜
＊先着順、定員になり次第締め切り

№

科目

定員

☎22‑5121

問い合わせ

特別講座

申込方法
そ の 他

新型コロナウイルス感染症の状況により、
中止となる場合があります

日時

持ち物

８人 12月20日㈰

10時〜12時

タオル、ヨガマット
水分補給用の飲み物

2

お正月用のおしゃれな
アレンジメント講座（造花）

８人 12月22日㈫

10時〜12時

はさみ

3

ナタリーのヨガ講座
（女性限定）

８人 12月23日㈬

10時〜12時

タオル、ヨガマット
水分補給用の飲み物

4

生け花講座
（正月をお花で飾りましょう）

12月28日㈪ 10時〜12時 花切りばさみ
（時間内の都合の良い時間） 花包み

受講料
（教材費）
無

料

1,500円
無

料

2,000円

※受講の際は、事前の検温、マスクの着用をお願いします

3
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松原交差点

283

釜石JCT

働く婦人の家

45
石塚トンネル

平田公園
野球場

交通規制
区間

釜石唐丹IC

45

唐丹小・中学校

小川町４‑２‑５

三陸国道事務所

釜石維持出張所

☎26‑5014

道路の除雪作業にご理解・ご協力をお願いします

窓口または電話でお申し込み
ください

ナタリーのヨガ講座
（女性限定）

申し込み・問い合わせ

45

283

至大船渡市

1

20
人

●工事概要
トンネルコンクリートの背面に空洞が確認されま
した。
モルタル注入
コン クリ ー
空洞化
トの 剥 落 を 防
ぐため、コンク
リ ート を 補 強
コンクリート補強
し モ ル タル を
注入します。

至宮古市

釜石中央IC

令和３年２月28日㈰

釜石市働く婦人の家

対

●工事名 石塚トンネル補修工事
●規制内容 夜間片側交互規制 21時〜翌６時
●規制期間
（予定） 令和３年２月中旬まで
※規制の実施状況は、事前に道路情報板などで
お知らせします

釜石大観音

基本給付
１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円を加算
●対象
⑴令和２年６月分の児童扶養手当が支給された人
（支給済み）
⑵公的年金等を受給しているため、令和２年６月分
の児童扶養手当の支給を受けていない人
⑶児童扶養手当の受給要件を満たす人で、新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下
がった人
追加給付
１世帯５万円
基本給付の⑴または⑵に該当する人のうち、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した人

トンネル補修工事のため、９月上旬から日中の交通規制にご協力いただきありがとうございました。11
月24日から、夜間に切り替えて工事を実施しています。ご迷惑をおかけしていますが、引き続きご理解と
ご協力をお願いします。

路
道
岸
沿
陸
三

申請書類

唐丹町字大曽根地区・平田地区（石塚トンネル）で
交通規制を実施しています

至遠野市

給付額と対象

国道
号

☎23‑2017

…このマークが付いているものは
…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
「かまいし健康チャレンジポイン
ト」
ト」
の対象です
の対象です

除雪作業は、冬道の安全を守るため国・県・市がそれぞれの
所管する路線で行います。
除雪の出動基準と出動態勢
・市道では積雪量がおおむね10cm以上の場合に出動
します。なお、積雪の状況などにより作業時間帯が遅
れる場合があります
・交通の混乱を緩和するため、幹線道路やバス路線、
集落間道路などを優先的に除雪します
・除雪作業は、深夜から早朝に行うことが多く、騒音
や振動などでご迷惑をおかけする場合があります
除雪へのご協力をお願いします
・玄関前に雪が残ることがありますので、その処理へ
の協力をお願いします
・路面凍結の原因となりますので、除雪された雪は道
路に出さないでください
・除雪作業の妨げとなりますので、路上駐車はしない
ようにお願いします
融雪剤を配布します
市は、市道に散布する融雪剤を配布します。町内会で
取りまとめ、市建設課へお申し込みください

問い合わせ
【国道45号、釜石自動車道】
三陸国道事務所 釜石維持出張所 ☎26‑5014
【三陸沿岸道路】
南三陸国道事務所 管理課 ☎28‑4731
【国道283号、各県道】
沿岸広域振興局 土木部道路環境チーム
☎25‑2393（内線294・323・324）
【市道】
市建設課 道路維持係 ☎27‑8430

広報かまいし 2020.12.1
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水道管の凍結にご注意ください

☎27‑8368（受付時間

８時30分〜17時

代行輸送の予定

月

日

12月19日㈯

区

間

盛駅〜釜石駅間

列

水抜きの方法
②全ての蛇口を全開にし
て、残っている水を出
しきる

③蛇口を閉める

年末年始の水道の開始・中止の届け出
12月29日㈫から１月３日㈰までの間は、水道の開始・中止のための受け付け
や開閉栓作業を原則行いません。年内の受け付けは12月28日㈪正午までです。
予定が決まりましたら、市水道事業所へお早めに申し込んでください。
市水道事業所 ☎23‑5881
受付時間８時30分〜17時15分

盛

発

期

間

時

間

料

金

12月12日㈯〜令和３年２月28日㈰
期間中の土・日曜日、祝日（１月１日を
除く）

宮古駅11時 5 分発 〜 釜石駅12時45分着
釜石駅12時55分発 〜 盛駅 13時55分着
乗車区間の運賃と座席指定料金300円

約

乗車日の前々日、13時までにご予約ください

その他

お菓子のプレゼント付き

※詳細は、三陸
鉄道のホーム
ページをご覧
ください

21時 2分
⬇
釜石着 21時51分

三陸鉄道
ホームページ

※各駅の発着時刻は、お問い合わせください

※水抜き栓を半開きなどの中途半端な状態にすると、漏水の原因となります。水抜き栓のハンドル
は、しっかり止まるまで回してください
※水抜き栓が、屋内のタッチパネル形式の場合は操作が異なります。その場合は説明書などをご覧
ください

問い合わせ

車

盛

21時 4分
⬇
着 21時51分

洋風こたつ列車運行のご案内

三陸鉄道は、次の期間に洋風こたつ列車を運行しま
すので、ぜひご利用ください。

予

釜石発

土・日曜日、祝日を除く）

※給水装置工事事業者は市のホームページでご確認ください

①水抜き栓を時計回りに
止まるまで回して、
しっかり閉める

三陸
鉄道

三陸鉄道リアス線 盛駅〜釜石駅間におい
て、工事に伴い一部列車の代行輸送（バス）
を行います。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。

気温が氷点下２度以下になると、水道管の凍結や破損の可能性が高
くなります。
給水装置は利用者個人が管理する所有物なので、凍結・破損に伴
う修理費用などは利用者の皆さんのご負担になります。凍結を防ぐに
は、就寝前やお出かけ前の水抜きが効果的です。
水道管が凍結した場合は、お早めに市指定の給水装置工事事業者、
または釜石市水道工事業協同組合へ修理を依頼してください。
釜石市水道工事業協同組合

リアス線一部列車の
代行輸送のお知らせ

三陸
鉄道

問い合わせ

三陸鉄道㈱大船渡派出所
☎0192‑27‑9669

予約・問い合わせ

三陸鉄道㈱旅客営業部
☎0193‑62‑7000

新農業人フェア in いわて 〜農業を始めたい人の相談会〜

新たな就農希望者に、県内の就農に関する的確な情報を提供し、円滑な定着を図ることを目的に新規就農
相談会を開催します。
日時
市のホームページ

土・日曜日、祝日を除く

令和３年１月９日㈯13時〜16時
（12時30分受付開始）
予約不要、入場無料
場所 いわて県民情報交流センター
「アイーナ」８階 803・804会議室
盛岡市盛岡駅前西通１‑７‑１

対象

①独立・自営就農を希望している人
②農業法人へ就業・研修を希望している人
③農業体験を希望している人
④農業・農村に興味、関心がある人
⑤Uターンを希望している人
内容 就農支援情報、就農者の事例発表などのセ
ミナーおよび個別相談

※当日は、マスクの着用と会場入り口で実施する検温および手指の消毒にご協力願います
※イベントの詳細は、ホームページをご覧ください
問い合わせ （公社）
岩手農業公社 就農支援部

マイナンバーカード交付申請出張サポートを実施しています
「マイナンバーカードを作りたいけどどうしたらいい？」などのお悩み解消
のため、市はマイナンバーカード交付申請のための出張サポートを実施してい
ます。
マイナンバーカードを作りたい人が５人以上いる団体、グループまたは市内
事業者の皆さんのご都合のよい時間と場所を指定いただければ、市職員が訪問
し、写真撮影などのマイナンバーカード交付申請のお手伝いをします。費用は
かかりません。詳しくは、お問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一時的に中断することもあります
問い合わせ
5
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市総務課

☎22‑5011

☎019‑623‑9390

新農業人フェア

釜石・大槌地域就農相談会
◆新規就農や産直などへの販売を目指す人に、農協・県・市の担当者が相談に応じます
◆後継者に農業を継いでもらうため、支援制度などを知りたい人についても相談に応じます
◆相談料無料、事前申し込み不要です
日時
マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

令和３年１月23日㈯
13時〜16時

場所

大槌町文化交流センター おしゃっち 多目的ホール
（大槌町末広町１‑15）

※この日以外にも、就農相談は随時市で受け付けています
問い合わせ

大船渡農業改良普及センター ☎0192‑27‑9918
市農林課 農業振興係 ☎27‑8426
広報かまいし 2020.12.1
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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 12月６日㈰、26日㈯12時
〜15時
場所 釜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 12月９日㈬、令和３年１月
13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）
行政相談

日時 12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）
宮古児童相談所巡回相談
（要予約）

日時 令和３年１月12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、必要により心理学的判定を実
施
申込期限 12月23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）
7
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シルバー人材センター
高齢者向け説明会

12月10日㈭〜16日㈬
北朝鮮人権侵害問題啓発週間

マイナンバーカード交付窓口を
開設します

日時 12月15日㈫10時〜11時30
分
場所 釜石情報交流センター２階
対象 シルバー人材センター会員
でない60歳以上（令和３年３月
31日時点）の人
内容 シルバー人材センターの活
動についての説明
定員 先着15人
問い合わせ （公社）岩手県シル
バー人材センター連合会（☎019‑
621‑8671）

北朝鮮当局による人権侵害問題
への対処が国際社会を挙げて取り
組むべき課題とされる中、この問
題についての関心と認識を深める
ことが大切です。
警察は、全ての拉致容疑事案な
どの全容解明に向け、関係機関と
綿密な連携を図りつつ、全力を挙
げて関連情報の収集・捜査・調査
を行います。
問い合わせ 釜石警察署（☎25‑
0110）

時間延長窓口 12月９日㈬、23
日㈬17時15分〜18時30分
休日窓口 12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）

東北財務局 盛岡財務事務所
多重債務お悩み無料相談窓口

こども救急相談電話
（岩手県医師会）

日時 月〜金曜日（祝日、年末年
始を除く）８時30分〜16時30分
相談電話 ☎019-622-1637
※窓口での相談も受け付けます
問い合わせ 東北財務局盛岡財務
事務所（☎019‑625‑3353）

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

ふくしトピック㉓

岩手県障がい者110番相談室をご利用ください
県は、障がい者の社会参加推進事業の一つとして、専門相談員や
弁護士による助言や、法的・生活全般に係る相談室を設置していま
す。相談内容は固く守られます。
相談内容
療育、就学、就労などに関する相談
財産、契約、多重債務などの法律問題に関する相談
差別、いじめ、虐待などの人権問題に関する相談
年金、福祉サービスなど、生活上のあらゆる相談
相談方法
①電話による相談
（専門相談員が相談に応じます。通話料は相談者の自己負担となります）
②FAXやメールによる相談（随時相談受け付け）
③相談室での相談（要予約）
④弁護士による相談（要予約）
〈弁護士相談日時〉 12月８日㈫、令和３年１月12日㈫、２月９
日㈫、３月９日㈫10時〜15時
〈場所〉 ふれあいランド岩手
受付時間
月〜水曜日・金曜日（第３金曜日を除く）
・第３土曜日 10時〜15時
木曜日 15時〜20時
申し込み・問い合わせ
（福）
岩手県身体障害者福祉協会
〒020‑0831盛岡市三本柳8‑1‑3（ふれあいランド岩手内）
☎019‑639‑6533 FAX019‑637‑7626
soudan110@iwashin.or.jp
虐待専用電話 ☎090‑2277‑3456（土・日曜日、祝日、夜間連絡先）

12月１日〜令和３年１月31日
いわて年末年始無災害運動
「あなたの安全家族の願い 年末
年始も無災害」
年末年始は慌ただしさに加え、
凍結や積雪などにより労働災害の
リスクが高まる時季です。冬特有
の労働災害の防止に
努めましょう。
※詳しくは、ホーム
ページをご覧くださ
い
問い合わせ 岩手労働局健康安全
課（☎019‑604‑3007）
年末のくみ取りは
お早めに
年末はくみ取りの申し込みが多
くなります。早めにお申し込みく
ださい。
申込期限 12月10日㈭
申し込み・問い合わせ 釜石清掃
企業㈱（☎23‑7520）
ナショナル FF式石油暖房機
リコールのお知らせ
一酸化炭素（無臭）が室内に漏
れ出し、死亡事故に至る恐れがある
ため、1985（昭和60）年から1992
（平成４）年製のナショナル「FF式
石油暖房機」
（25機種）がリコール
対象製品となっています。
リコール対象製品には、屋外に
給排気筒または煙突があります。
心当たりがある人は直ちに使用
を中止し、ご連絡をお願いします。
※リコール対象製品
の品番は、パナソ
ニックのホームペー
ジでご確認ください
連絡先・問い合わせ パナソニック
㈱（旧社名 松下電器産業㈱）FF
市場対策本部 ☎0120‑872‑773
（フリーダイヤル）、FAX0120‑
870‑779 受付時間：９時〜17
時（土・日曜日、祝日、弊社休日
を除く）

ま
ま

ちのお知らせ
ちのお知らせ
Information
Information

図書館クリスマス会＆図書展を
開催します

第72回人権週間における
出張人権相談会

【図書館クリスマス会】
日時 12月12日㈯10時30分〜12
時
場所 図書館２階視聴覚室
内容 ＤＶＤ上映、ハンドベル演
奏、絵本の読み聞かせなど
定員 先着25人
【クリスマス図書展】
期間 12月10日㈭〜25日㈮
場所 図書館１階展示ホール
申し込み・問い合わせ 図書館（☎
25‑2233）

12月４日㈮〜10日㈭の「人権
週間」にあわせて、出張人権相談
会を開催します。
日時 12月５日㈯10時〜15時
場所 平田公民館
相談内容 性別や国籍などによる
差別、職場での嫌がらせ、いじ
め、家庭内暴力など
申し込み・問い合わせ 市消費生
活センター（☎22‑2701）

令和３年釜石市新年交賀会を
中止します

令和３年釜石市消防出初式を
中止します

新型コロナウイルスの感染状況
かんが
に鑑み、令和３年１月に開催を予
定していた釜石市新年交賀会を中
止します。
問い合わせ 市総務課秘書係（☎
22‑2111 内線111）

新型コロナウイルス感染症の収
束時期が予想できない状況が続い
ているため、市民の皆さんならび
に団員の健康を最優先とし、令和
３年１月９日㈯に開催予定の消防
出初式を中止します。
問い合わせ 市消防課（☎22‑
2525）

釜石地区被災者相談支援センター
をご利用ください

【募集】令和３年度岩手県
学生会館
（東京都豊島区）
入寮生

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
【12月の専門家相談スケジュール】
時間：10時〜12時、13時〜15時

応 募資 格 岩手県出身者で 大 学
院、大学などに通学する向学心に富
み、社会性を備えた身体健康な人
募集人数 男22人程度、女18人
程度
選考方法 書類選考
選考日と受付期間

専門家

期日

弁護士

3日㈭、10日㈭、
17日㈭、24日㈭

司法書士

18日㈮

16日㈬
ファイナン ※ 予 約 す る こ と で
シャルプラ 随 時 相 談 で き ま
す。訪問相談も実
ンナー
施しています
問い合わせ 釜石地区被災者相
談支援センター（☎0120‑836‑
730通話料無料、☎080‑5734‑
5494）

選考日

受付期間

令和３年
２月15日㈪

１月20日㈬〜
２月10日㈬

令和３年
３月12日㈮

２月16日㈫〜
３月 9日㈫

費用 月額８万500円（朝夕２食
付き、自治会費含む）、入寮時費
用10万円
※必要書類、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 （公財）岩手県学生
援護会 岩手県学生会館（☎03‑
3972‑4783）
広報かまいし 2020.12.1
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水辺の鳥観察会
12月13日㈰10時〜（雨天中止）

集合場所

釜石鵜住居復興スタジアム西側駐車場

観察場所

鵜住居川河口付近

持 参 品
服
装

防寒着
歩きやすい靴（スニーカーなど）
筆記用具
双眼鏡
※貸し出せますが、数に限りがあります

参 加 料

無料

募集定員

先着20人（小学生のお子さんは、必ず保護
者が同伴してください）

申込期限

12月11日㈮

2020

開催日時

12 1
No.1749
発行

編集

申し込み・問い合わせ

三
陸
鉄道
リア
ス線

参加者
募 集

鵜住居駅

鵜住 居 川

観察場所

市民体育館
鎧坂橋

釜石鵜住居
復興スタジアム
P 集合場所

西側駐車場

鵜住居
小学校

鵜住居川河口付近では、さまざまな種類の鳥に
出会えます

市生活環境課 環境保全係

☎27‑8453

FAX 22‑2199

釜石市
広聴広報課

ジム・バトラー・グループ
クリスマス・ジャズ・ナイト

開催のお知らせ

ホームページ

〒026‑8686 釜石市只越町３‑９‑13 ☎22‑2111 ℻ 22‑2686

国際的に活躍しているジャズ・サックス奏者ジ
ム・バトラーさん率いるグループのジャズ・ライ
ブ。一度は耳にしたことのある懐かしのサウンド
をお楽しみください。

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/

日

時

12月10日㈭
18時30分（開場18時）

場

所

釜石市民ホールTETTO ホールA

出

演

ジム・バトラー・グループ

入場料

チケット
販
売

全席自由
ジム・バトラー・グループ
一般3,500円、大学生以下2,500円 当日各500円増
※未就学児の入場はご遠慮ください
※新型コロナウイルス感染防止のため客席数を制限して開催します
チケット
（設定座席数：130席予定）
釜石市民ホール、東山堂釜石事業センター、イオンスーパーセンター
釜石店、シーサイドタウンマスト、㈲みつわや本店
問い合わせ

釜石市民ホールTETTO

好評
発売中

☎22‑2266
0000.0.0
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