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３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

４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㈫
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

10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

13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

16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

17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

18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㈮
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

24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

26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

２月の休館日　１日、８日、
11日、15日、22日、23日

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

２２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）

　寒さが続いていることか
ら、水道管の凍結事故が予想
されます。水抜きや水道管保
護による凍結防止対策をお願
いします。

水道管を凍結から
守りましょう

問い合わせ
市水道事業所　☎23-5881

　本年６月に施行される改正食品
衛生法への適切な対応に向けて、
研修会を開催します。
日時　２月５日㈮13時30分～15
時30分
場所　釡石地区合同庁舎　４階大
会議室
対象　産直施設に漬物や干し柿、
ジャムなどの農産加工品を出荷し
ている人
講師　釡石保健所担当者
申込期限　１月28日㈭
※新型コロナウイルス感染症対策
のためマスクの着用、手指消毒な
どの協力をお願いします
申し込み・問い合わせ　沿岸広域
振興局農林部（☎25-2704）

食品衛生法改正に係る
研修会を開催します

　介護保険の要介護認定を受けて
いる人は、確定申告または市・県
民税申告で次の控除を受けられる
場合があります。
障害者控除…65歳以上で日常生
活に介助が必要な人や認知症状
などで生活に支障がある人のうち
「障害者控除対象者認定書」の交
付を受けた人が対象です
おむつ代の医療費控除…初回申請
時は医師が発行する証明書が必要
です。２年目以降は市が発行する
証明書で代用できます
問い合わせ　証明書の交付につ
いて　市高齢介護福祉課（☎22-
0178）／控除について　市税務
課（☎27-8481）

要介護認定を受けている人へ
申告で控除を受けられる場合があります

日時　１月23日㈯11時～15時
場所　DSC釡石キャンパス（鈴子
町１-１　プロスパービル２階）
対象　通学や進路にお悩みの中学
３年生～高校生
定員　６組（生徒と保護者１組２
人　※保護者のみの参加も可）
内容　通信制高校の仕組みの説
明、相談
費用　無料
申込期限　１月22日㈮
申し込み・問い合わせ　DSC高
卒資格サポートセンター本部事
務局（フリーダイヤル☎0120-
834-259）

通信制高校説明会
【個別相談】

各種相談各種相談
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　１月27日㈬、２月10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　２月４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　２月５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　２月16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　２月18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（２月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

７ 日
釡石整形外科クリニック

大渡町
☎31-1881

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

11 木・祝
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

14 日
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎22-1005

パルム薬局 ☎22-3353

21 日
道又内科小児科医院

大槌町
☎42-2500

ひょっこり薬局 ☎27-5220

23 火・祝
小泉医院

中妻町
☎23-5157

ハロー薬局 ☎23-8455

28 日
神林医院

甲子町
☎23-6635

中田薬局松倉店 ☎23-1230
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
7 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
14 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎22-6480
21 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎42-8418
28 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800

釡石市の人口と世帯（12月）
男 15,287人（－ 35人）
女 16,889人（－ 36人）
合　計 32,176人（－ 71人）
世　帯 16,113世帯（－22世帯）

※（　）は前月比

夜間納税相談
期日　１月27日㈬、28日㈭、29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　１月31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４期】
【国民健康保険税7期】
納期限＝２月１日㈪

　市内取扱店舗で使用できる「か
まいしエール券」の使用期限は、
１月31日㈰です。忘れずにご使
用ください。
※取扱店舗は市の
ホームページをご覧
ください
問い合わせ　市商工
観光課（☎27-8421）

かまいしエール券は1月31日㈰
までにご使用ください

　まだ手続きが住んでいない人
は、期限内に申請してください。
申請期限　４月12日㈪
【加算支援金とは】
　被災者生活再建支援金「基礎支
援金」の支給を受けている世帯
（長期避難のみで支給されている
世帯を除く）に対し、住宅の再建
方法に応じて支給する支援金です
住宅の建設・購入　200万円（単
身世帯は150万円）
住宅の補修　100万円（単身世帯
は75万円）
賃借（公営を除く）　50万円（単身
世帯は37.5万円）
申し込み・問い合わせ　市地域福
祉課（☎22-0177）

東日本大震災被災者生活再建支援金
「加算支援金」の申請期間が終了します

期間　１月22日㈮～31日㈰
※１月25日㈪は休館
場所　図書館１階展示ホール
内容　1960～70年代を中心とし
た岩手県の保健・医療・福祉に関
する県立図書館所蔵資料53点の
巡回展示
問い合わせ　図書館（☎25-2233）

県立図書館巡回展
「岩手の保健福祉　1960～70年代を中心に」

日時　１月23日㈯13時30分～15
時30分（開場13時）
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　漁火の会と小学生の語り、
遠野市・青森県からのゲストによ
る語り、栗林弁で語る「なもす劇
場」
入場料　無料
※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
問い合わせ　おらほ弁で語っぺし事
務局（ nambuben２kamaishi@
gmail.com）

南部弁サミット in 釡石
おらほ弁で昔話を語っぺし
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