
橋野高炉跡発掘調査現地説明会

絆の日×RWC釡石開催１周年記念セレモニー

甲子柿生産体験学習

11月７日［橋野鉄鉱山］

11月２日［釡石市民ホールTETTO］　

11月10日［甲子柿生産体験学習］　

　８月から11月にかけて行われた発掘調査
の成果を、現地を巡りながら発表するイベ
ントが行われました。今回の調査は文久年
間（1861～1864年）の資料「橋
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」に描かれている水車場や長屋の建物遺構を確認するために行われ
ました。調査の結果、建物の礎石や排水溝、明治時代末から昭和の生活をうかが
わせる遺物が発見されました。参加者は説明を聞きながら、にぎやかに鉄づくり
が行われていた時代に想像を巡らせました。

　昨年開催されたラグビーワールドカップの１周年を記念するイベントが
開催されました。釡石商工高校の生徒は「カウントダウンボードやジオラ
マの制作などものづくりを通して携わった」、釡石高校の生徒と卒業生は
「道案内のボランティアや震災の伝承活動を通して携わった」と発表。ま
た小中学生が感想文を披露し「震災から復興までにいただいた支援への感
謝の思いを世界に伝えられた」「スタジアムが一体となり最高の雰囲気を
味わうことができた」とワールドカップの思い出を発表しました。

　甲子中１年生が毎年恒例となった甲子柿の生産体験をしました。軍手を使った
柿のへた取り・磨き体験や柿を燻

くんじょう

蒸して渋抜きをする室
むろ

の見学をした後には、甲
子柿の試食会も。生徒たちからは「甘い」「柿の味が濃い」などの声が上がり、
地元ならではの秋の味覚を楽しみました。
　体験学習を指導した柏木幹彦さんは「手をかけた経験があると、より甲子柿に
愛着を持ってもらえると思う。柿を食べるとき、今回の体験を思い出してもらえ
れば嬉しい」と話しました。

第50回釡石市民芸術文化祭

橋野鉄鉱山世界遺産登録５周年記念シンポジウム

11月13日～15日［釡石市民ホールTETTO］

11月28日［釡石市民ホールTETTO］

　本年は第50回目の節目となる開催、開会セレモニーでは、釡石市芸術文化
協会功労者表彰など市の文化活動の発展に貢献した11人が表彰されました。
　展示部門では、特別展示として市内公民館などの文化活動作品の他、岩
手県小・中学校新聞コンクールで上位入賞を果たした市内小中学校の多数
の作品が展示されました。本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で入
念な対策をとった形での開催になりましたが、来場者は展示品やステージ
発表を観覧し、癒しや安らぎを感じました。

　橋野鉄鉱山を構成資産に含む「明治日本の産業革命遺産　製鉄・製鋼、
造船、石炭産業」が世界遺産に登録され5周年を迎え、記念シンポジウムが
開催されました。
　記念式典では、日本製鉄㈱東日本製鉄所釡石地区より『紙
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』が市へ寄贈され、野田市長から大津副所長（釡石地区代
表）へ感謝状が贈呈されました。
　基調講演では、世界遺産登録に尽力した産業遺産情報センター長の加藤
康子さんと岩手大学理工学部准教授の小野寺英輝さんが講演。加藤さんは
「構成されている23資産全体での世界遺産、地元の橋野鉄鉱山の価値を子
どもたちも一緒になって継承していきましょう」と話しました。

遺構のうち、大工長屋跡では建物の礎
石が確認されました

瓶や陶器も多数出土しました

会場にはフィジーおよびウルグアイ大使館か
らのビデオメッセージが上映された他、甲子
中の生徒によるハカも披露されました

実を一つ一つ丁寧にもぎ取り、収穫籠に
納めます

子どもエアロビックダンス「キッズDA★DA」
の発表、子どもの元気なダンスで会場全体が
笑顔に包まれました

パネルディスカッションでパネラーは、地元の
小中高生に「鉄について調べてガイドする伝え
る喜び」「実際に体験して感じる楽しさ」を味
わってもらいたいと話しました

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
InformationInformationInformationままま

職種・人数　事務補助員１人
任用期間　令和３年１月１日（金・
祝）～令和３年３月31日㈬
選考方法　書類審査、面接試験
募集期限　12月18日㈮
※勤務条件、業務内
容、応募資格、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（☎22-
8411）

【募集】令和２年度採用
会計年度任用職員

　消費者信用生活協同組合（信用
生協）は、市と連携して生活再建
相談事業を行っています。お金や
暮らしに関する悩みなどを丁寧に
聞き取りし、一緒に解決の糸口を
見つけます。債務整理や生活再建
を目的とした市提携の貸付制度も
ありますので、お気軽にご相談く
ださい。相談は無料です。
問い合わせ　信用生協釡石事務所
（☎0120-101-965）

お金のことで困っている人は
ご相談ください

交付時期　12月18日㈮から順次
対象　第３次配分金の追加配分金
の交付対象者（死亡、住家の全
壊・半壊）
義援金の金額　①死亡または行
方不明見舞金:対象者１人当たり
3,820円 ②住家損壊等見舞金（全
壊）：１世帯当たり3,820円 ③住
家損壊等見舞金（半壊）：１世帯
当たり2,820円
※申請不要。ただし、この１年間
で受取人が亡くなった場合や、受
取口座を変更した場合は、ご連絡
ください
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

東日本大震災　災害義援金を
追加交付します

　皆さんが安心、安全な2021年
を迎えることができるよう祈願
し、釡石鵜住居復興スタジアムで
ライトアップとカウントダウンを
行います。
ライトアップ日時　12月31日㈭
23時～令和３年１月１日（金・祝）
２時
※カウントダウンは、24時の10
秒前から行います
※温かい飲み物のお振る舞いもあ
ります
問い合わせ　市スポーツ推進課（☎
27-5712）　

釡石鵜住居復興スタジアム
「うのスターライト2021」

　冬は暖房によるエネルギー消費
が大きく、地球温暖化の一因とい
われる二酸化炭素の排出量も増加
します。冬に効果的な省エネの取
り組みをウェブページで紹介して
いますので、ご覧く
ださい。アンケート
に答えると抽選で20
人に景品が当たりま
す。
実施期間　令和3年2月28日㈰まで
問い合わせ　岩手県地球温暖化
防止活動推進センター（☎019-
606-1752）　

「いわて冬エコキャンペーン」
実施中

　自筆証書遺言書は、自書さえで
きれば遺言者本人のみで作成で
き、手軽で自由度が高いもので
す。しかし、遺言者本人の死亡後
に遺言書が発見されなかったり、
改ざんされるおそれがありまし
た。
　そこで、令和２年７月10日から
遺言の利用を促進し、相続をめぐ
る紛争を防止することを目的とし
て、法務局で自筆証書遺言書をお
預かりする制度が始まりました。
※申請手続きには予
約が必要です。詳し
い内容や手続きの予
約は、法務局のホー
ムページをご覧いた
だくか、お問い合わせください
問い合わせ　盛岡地方法務局宮古
支局（☎0193-62-2337 ガイダ
ンス３番）

あなたの大切な遺言書を
法務局が預かります

「 みんなの願い、火災のない　お
正月」
　年末年始は慌ただしさにおわ
れ、火に対してつい不注意になり
がちです。
　一人一人が火の取り扱いに十分
注意し、大切な生命と財産を火災
から守りましょう。
　また、石油ストーブを使用する
際はカーテン、洗濯物などの燃え
やすい物に注意しましょう。
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）

12月20日㈰～令和３年１月７日㈭
年末年始火災予防特別警戒

日時　１回目（構成・下絵作成）：
令和３年１月７日㈭９時30分～11
時30分、２回目（製本・完成）：
１月14日㈭９時30分～12時
場所　図書館２階視聴覚室
募集人数　10人程度
※小学３年生以下は保護者の同伴
が必要です
費用　500円（材料費）
申し込み・問い合わせ　図書館
（☎25-2233）

【募集】
手づくり絵本教室参加者

　東北財務局は、国などが利用し
なくなった庁舎・宿舎跡地などの
国有財産の売り払いを、先着順で
実施しています。個人、法人を問
わず申し込みできます。
売却物件
所在地 橋野町34-22-４
地目 宅地
面積 409.24㎡
用途地域 都市計画外
売却価格 219万円
申込期限　令和３年２月15日㈪
※先着順のため、売却済みとなる
場合があります。詳しくは、お問
い合わせください
申し込み・問い合わせ　東北財
務局 盛岡財務事務所管財課（☎
019-625-3354）

国有財産を売り払います
（先着順）
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釡石市の人口と世帯（11月）
男 15,322人（－ 22人）
女 16,925人（－ 28人）

合　計 32,247人（－ 50人）
世　帯 16,135世帯（－26世帯）

※（　）は前月比

６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

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

９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

13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

14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

19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

22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

26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

27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

28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

29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

１月の休館日　１日～４日、
11日、12日、18日、25日

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

１１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）

　橋野町で風力発電事業を行って
いる（同）ユーラスエナジー釡石か
ら、非常用発電機12機が釡石市
消防団第６分団および第７分団の
各部に寄贈されました。贈られた
資機材は、いつどこで起きるか分
からない災害時に有効に活用され
ます。

（同）ユーラスエナジー釡石から非常用発電機が寄贈されました

資料請求（無料）・問い合わせ
〒020-8550　盛岡市上田3-18-8
放送大学岩手学習センター　☎019-653-7414

　放送大学は、テレビ・インターネットで授業を行う通信制の大学です。
働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で
幅広い世代の人が学んでいます。お気軽にお問い合わせください。
●大学説明会（予約不要）

釡石会場 日時　令和３年２月28日㈰13時30分～15時
場所　釡石情報交流センター　２階会議室

盛岡会場

日時　 令和３年１月９日㈯、10㈰、24㈰、２月13日㈯、
14㈰、３月７日㈰各日10時～11時30分

※１月24日のみ①10時～　②14時～の２回開催
場所　放送大学岩手学習センター　４階講義室

●出願期限　令和３年３月16日㈫

放送大学　令和３年４月入学生を募集します

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

　飲食店や給食施設などで調理業
務に従事している調理師は、調理
師法に基づき、２年ごとに就業地
の都道府県への届け出が義務付け
られています。忘れずに提出しま
しょう。
届出期間　令和３年１月４日㈪～
15日㈮（土・日曜日、祝日を除く）
提出先　釡石保健所（持参、郵
送、電子申請可。電子申請は12
月31日㈭以降、ホームページか
らできます）
※届出用紙は調理師会や保健所の
窓口で配布する他、
県のホームページか
らダウンロードでき
ます
問い合わせ　釡石保健所 環境衛
生課（〒026-0043　新町６-50　
☎27-5523）

調理師の皆さんへ　調理師業
務従事者届を提出しましょう

11月24日、市から感謝状を贈りました

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　12月20日㈰10時～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　12月23日㈬、１月13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　１月７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　１月８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）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　１月19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　１月21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

木

休日当番医・薬局・歯科医（１月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

1 金・祝
大槌おおのクリニック

大槌町
☎44-3122

ハーブ薬局 ☎44-3171

2 土
平野内科医院 只越町 ☎22-1273
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎55-4343

3 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891

10 日
藤井クリニック

只越町
☎27-8857

ツルハドラッグ釡石店 ☎31-2268

11 月・祝
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

17 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

24 日
釡石ファミリークリニック

大渡町
☎31-1616

おおぞら薬局 ☎31-2030

31 日
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
10 日 歯科福成医院 新町 ☎25-0105
17 日 かっし歯科医院 甲子町 ☎25-2785
24 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
31 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182

夜間納税相談
期日　12月23日㈬、24日㈭、25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　12月20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

【固定資産税３期】
【国民健康保険税６期】
納期限＝12月25日㈮

申し込み・問い合わせ　釡石商工会議所　コロナ支援制度活用サポートセンター
　　　　　　　　　　　☎080-9634-1402

　事業者の皆さんが取り組む感染症対策などの経費を補助します。申請
期限が迫っていますので、お早めに手続きしてください。

対 象
中小企業者（NPO法人などを含む）または個人事業
主で、来店型の店舗を県内に有する事業者（飲食業、
小売業、宿泊業、運輸業、サービス業など）

補 助 額 上限10万円（消耗品は上限３万円）

補助対象期間 令和２年４月１日～12月31日（４月１日以降支払い
の確認ができるもの）

申 請 期 限 令和３年１月８日㈮17時必着
※申請書類や補助対象経費など詳しくは、お問い合わせください

地域企業感染症対策等支援事業費補助金

　コロナ禍で就職を取り巻く環境も大きく変わりま
した。
　本年、東京から移住した村田信之さんが、今の若
者の仕事観や人生観について、釡石の若者を交えて
トークします。お子さんが帰省される年末年始を前
に、ぜひご参加ください。
日　時　12月26日㈯13時30分～
場　所　チームスマイル・釡石PIT
講　師　早稲田大学客員准教授　村田信之さん（釡石市在住）
費　用　無料（要予約）

子どもたちの柔軟な人生観を学ぶ、親向け就活講座 2020

申し込み・問い合わせ　市商工観光課 移住定住相談センター　☎27-8421
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