
家庭で不要になったパソコンを無料回収します。

　７月から開催される東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会に先駆けて、３月25日の福島県
のナショナルトレーニングセンターＪヴィレッジでの
グランドスタートを皮切りに、聖火リレーが日本全国
を駆け抜けます。その聖火リレーで使用されるトーチ
の巡回展示を開催しますので、ぜひご覧ください。
　当日はトーチの展示と併せて、オリンピック関連
グッズや岩手出身のオリンピアン・パラリンピアンの
紹介を行う「いわてShare!スポミュージアム」も開
催します。

　市は、「小型家電リサイクル法」の認定事業者である｢リネットジャパンリサイクル㈱｣と協定を
締結し、家庭で不要になったパソコンの宅配便による無料回収を２月１日から始めました。
　利用方法は次のとおりです。
【回収手順】

1 申し込み 2 詰める 3 回　収

▶ ▶
リネットジャパンへ申し込み
https://www.renet.jp

パソコンなどを
ダンボールに詰める

宅配業者が希望日時に
自宅から回収

● データはご自身で消去してください（申し込み後、無料で利用可能な消去ソフトの提供サービスがあり
ます）

●他の小型家電、プリンタなどの周辺機器も一緒に回収可能です
● パソコンを含むダンボール１箱分（３辺の合計が140cm以内、重さ20kg以内）の回収料金が無料です
　※ ブラウン管（CRT）モニターは、処理などに費用がかかるため、別料金〈１台3,000円（税抜）〉です
●インターネットが使用できない人は、次のお問い合わせ専用窓口へ相談してください
　問い合わせ
　リネットジャパンリサイクル㈱のホームページ https://www.renet.jp（「リネットジャパン」検索）
　専用電話窓口　☎0570-085-800（10時～17時）

日　時 ２月27日㈯、28日㈰
９時～19時

場　所 イオンタウン釡石２階
新イベントスペース（港町２-１-１）

問い合わせ　市国際交流課　☎27-5713

問い合わせ　市生活環境課 リサイクル推進係　☎27-8453

聖火リレートーチ巡回展示を開催します聖火リレートーチ巡回展示を開催しますちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

問い合わせ　東北運輸局岩手運輸支局（矢巾町 ☎050-5540-2010）
軽自動車の問い合わせ　軽自動車検査協会岩手事務所（盛岡市 ☎050-3816-1833）

　自動車の検査や登録手続きは毎年３月に集中し、窓口や
車検場が大変混雑します。車検や廃車、名義や住所変更な
どは、できるだけ２月中に手続きしましょう。
 受付時間　月～金曜日８時45分～12時、13時～16時（祝日を除く）
※詳しくは、東北運輸局岩手運輸支局のホームページをご覧ください 

【講座】
日時　３月６日㈯13時30分～15
時30分
場所　図書館２階視聴覚室
内容　「震災と俳句　－十年目の節
目にあたり－」
講師　照井翠さん
定員　20人（予約制）
【企画展】
期間　２月26日㈮～３月16日㈫
場所　図書館１階展示ホール
内容　「読みつなぐ3.11～あの日
から10年～」
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

図書館市民教養講座＆企画展
を開催します

網の規格　１反：高さ２m、長さ
50mのポリエチレン製
費用　１反当たり2,000円（１世
帯３反まで）
申し込み　市農林課、各地区生活
応援センターに備え付けの申請書
と野生鳥獣被害調査票に必要事項
を記入の上、お申し込みください
※電話での申し込みはできません
申込期限　２月26日㈮
※希望者多数の場合は調整しま
す。申込者には３月中旬までに決
定通知書を郵送します。配布は３
月下旬の予定です
問い合わせ　市農林課（☎27-8426）

シカ防護網を
有償あっせんします

　４月１日採用の会計年度任用職
員を募集します。職種、勤務条件
など詳しくは、募集要項をご覧く
ださい。
　募集要項および申込書は市の
ホームページからダ
ウンロードできる
他、市総務課、各地
区生活応援センター
で配布しています。
任用期間　４月１日～令和４年３
月31日　※職種、業務内容によ
り異なります
募集期限　３月１日㈪
選考方法　書類審査、面接試験
問い合わせ　市総務課（☎27-8411）

【募集】令和３年度
会計年度任用職員

　釡石保健所は、保護した猫の新
しい飼い主になっていただける人
を募集しています。
日時　２月20日㈯13時～15時
場所　釡石市民ホールTETTO
対象　どなたでも
※参加費無料、事前申し込み不要
です。マスク着用の上、ご来場く
ださい
※譲渡を希望する人には、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
問い合わせ　釡石保健所 環境衛
生課（☎27-5523）

保護猫の譲渡会を
開催します

　「基本給付」の再支給をしてい
ます。申請がまだの人は、期限が
迫っていますので、お早めに手続
きしてください。
　既に申請済みの人は、改めて手
続きをする必要はありません。随
時支給します。
給付額　１世帯５万円、第２子以
降１人につき３万円を加算
対象　平成14年４月１日より後
に生まれた子どもを扶養している
ひとり親世帯の人（要件がありま
す）
申請期限　２月28日㈰当日消印
有効
※対象要件や申請書類など詳しく
は、お問い合わせください
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請はお済みですか 日時　２月28日㈰①11時～②15

時～　※公演時間１時間程度
場所　根浜オートキャンプ場根浜
レストハウス
作品内容　山の中にひっそりと佇
む「萬屋クロネコ」。怪しい老婆
と青年の悲しい過去が明かされる
のか…。
定員　20人（完全予約制）
入場料　500円（当日精算）
申込方法　次のコード
を読み取り、申し込み
フォームからお申し込
みください
申込期限　２月26日㈮
※感染予防対策を十分に行った上
で実施します。コードを読み込ん
でご確認ください
※第73回岩手芸術祭参加作品です
問い合わせ　劇団もしょこむ（小
笠原　☎090-7078-5543）

劇団もしょこむ第５回公演
「黒猫を見たらさようなら２」

　建築物に関する防災知識の普及
と建築物の防災対策の推進を目的
とした週間です。
　多くの人々が利用する建築物の
所有者などは、その建築物の敷
地、構造などを常に適法な状態に
維持するよう努めなければなりま
せん。必要に応じて維持保全に関
する計画を作成し、適切に管理し
ましょう。
　この期間中、沿岸広域振興局土
木部に防災相談所を設置します。
建築に関する地震対策や火災、崖
などの建築物の防災の相談にお答
えします。
※ブロック塀に関する相談は、市
都市計画課（☎27-8435）でも
受け付けます
問い合わせ　沿岸広域振興局土木
部（☎25-2708）

３月１日㈪～７日㈰は
建築物防災週間です

自動車の検査、登録手続きはお早めに
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釡石市の人口と世帯（１月）
男 15,257人（－ 30人）
女 16,868人（－ 21人）
合　計 32,125人（－ 51人）
世　帯 16,107世帯（－ 6世帯）

※（　）は前月比

夜間納税相談
期日　２月24日㈬、25日㈭、26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　２月28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４期】
【国民健康保険税８期】
納期限＝３月１日㈪

２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

４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㈬
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

11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

12日㈮
栗林小学校前 12:50～ 13:40

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

18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

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
栗林町仮設団地前 13:45～ 14:10
砂子畑集会所前 14:20～ 14:45

23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

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

３月の休館日　１日、８日、
15日、22日、29日、31日

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

３３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）

問い合わせ　釡石市民ホール　☎22-2266

朗読劇「あの日から～加奈子～」を公演します
　震災への鎮魂を込めた岩手の作家によ
る短編小説集「あの日から」に収録され
た「加奈子」（作・平谷美樹）を、民放
アナウンサーと県内各地から集まった俳
優たちが演じる珠玉の朗読劇です。終演
後、原作者平谷美樹さんによるアフター
トークもあります。

日 時 ２月21日㈰14時～
（開場：13時15分）

場 所 釡石市民ホールTETTO
ホールA

定 員
200人（新型コロナウイル
ス感染症対策のため入場者
数を制限して開催します）

出 演
江幡平三郎（IBC岩手放送アナウンサー）、長谷川拳杜（IBC
岩手放送アナウンサー）、山井真帆（二戸演劇協会the雲
人）、小笠原景子（釡石・劇団もしょこむ）、久保綾愛（盛
岡・劇団赤い風）

入 場 料 全席自由　1,000円（当日200円増）
チケット
取り扱い 釡石市民ホール、宮古市民文化会館

　就寝前やお出かけ前には「水
抜き」を行い水道を凍結から守
りましょう。

水道管の凍結にご注意ください

問い合わせ　市水道事業所
　　　　　　☎23-5881

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

令和２年度NPO等による復興支援事業
各種相談各種相談
行政書士記念日

暮らしと事業の電話無料相談会
日時　２月22日㈪10時～15時
内容　相続・遺言、各種許認可申請
など
相談電話　☎019-623-1555
問い合わせ　岩手県行政書士会事務
局（☎019-623-1555）
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　２月24日㈬、３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　３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　３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）

交通事故相談（要予約）
日時　３月17日㈬13時～15時
場所　市消費生活センター
対応　県交通事故相談員
定員　先着３人
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　３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　３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

いわて認知症電話相談
　認知症介護経験のあるスタッフが
相談に応じます。
日時　月～金曜日９時～17時（祝日
を除く）
相談電話　☎0120-300-340（通話
料無料）
問い合わせ　岩手県高齢者総合支援
センター（☎019-625-7490）

休日当番医・薬局・歯科医（３月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

７ 日 藤井小児科内科クリニック 大槌町 ☎42-7788
菊屋薬局 ☎42-3526

14 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

20 土・祝 国立釡石病院 定内町 ☎23-7111
中田薬局小佐野店 小佐野町 ☎21-3355

21 日 大槌おおのクリニック 大槌町 ☎44-3122
ハーブ薬局 ☎44-3171

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

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 遠刕歯科医院 中妻町 ☎23-5478
14 日 小松歯科医院 大槌町 ☎42-7702
21 日 近藤歯科医院 大槌町 ☎42-7667
28 日 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎29-1222

問い合わせ　釡石市郷土資料館　☎22-2046

　東日本大震災から10年の節目を迎えるにあたり、震災の教訓を後世へ
伝えるとともに、今後の釡石の力強い発展を願い、エールの気持ちを込
めて開催します。
　震災前の釡石の懐かしい市街地の模型や、復興の歩みを実感できる街
の写真パネルなどを展示します。
期 間 ２月17日㈬～５月９日㈰

９時30分～16時30分（最終入館：16時）
※毎週火曜日休館。ただし、５月４日（火・祝）は臨時開館

場　　所 釡石市郷土資料館　企画展示室、津波・震災常設展示コーナー
入 館 料 大人200円、団体100円（20人以上）

※高校生以下、障害者手帳をお持ちの人は無料
展示内容 ・震災前の釡石市街地（東部地区）の模型

※ 東日本大震災の復興支援活動「失われた街」模型復元プロ
ジェクトで住民が神戸大学、名古屋市立大学、愛知淑徳大
学の学生と共に作成したジオラマ模型
・写真パネル（復興が進む街並みなど）
・ 明治、昭和、チリ地震津波および東日本大震災の被害状況他

「東日本大震災から10年　＃釡石にエール　記憶の街　ふたたび」
釡石市郷土資料館　企画展　第3弾

問い合わせ　市都市整備推進室 都市拠点復興係　☎27-8437
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　通行できます

釡石港湾
合同庁舎
釡石港湾
合同庁舎

ガソリン
スタンド
ガソリン
スタンド

45

　
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
（
東
部
地
区
避
難
路
）
国

道
45
号
高
架
下
陸り
く

閘こ
う

の
点
検
、
整
備
に
伴
い
夜

間
通
行
止
め
を
行
い
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

夜
間
通
行
止
め
日
時

　
２
月
24
日（
水
）21
時
〜
24
時

只越町 港町　国道45号高架橋下などの夜間通行止めのお知らせ

102021.2.15広報かまいし11 2021.2.15 広報かまいし


