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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

８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 11:30～ 12:00
澤口製パン前 13:15～ 13:45
鵜住居公民館前 14:00～ 14:30

10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㈫
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

15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

16日㈮
唐丹公民館前 10:30～ 11:00

20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
釡石小学校 13:00～ 13:30

22日㈭
双葉学童育成クラブ 15:00～ 15:30

23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

27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

28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

30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

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

４４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）

４月の休館日　５日、12日、
19日、26日、29日

あなたです　森を火事から　
守るのは

（山火事防止運動全国統一標語）

３月～5月は
岩手県山火事防止運動月間です

問い合わせ　市農林課
　　　　　　☎27-8426

　年度替わりの時期にあわせて休
日窓口を開設します。
休日窓口　４月４日㈰９時～17時
場所　市役所市民課
内容　転入、転出、転居の届け出
とそれに伴う住民票発行、印鑑登
録、印鑑登録証明書発行、マイナ
ンバーカードの交付
※出生、死亡などの戸籍関係の届
け出は、宿日直対応となります
問い合わせ　市市民課（☎27-
8450）

異動手続き、マイナンバーカード
交付の休日窓口を開設します

募集職員・人数　常勤職員、パー
トタイム職員５人程度
応募資格　18歳以上の健康な人
業務内容　通所児童の見守り、自
主学習の補助など
勤務地　甲子学童育成クラブ内
勤務時間　13時～18時30分（要
相談）
時給　890円～
※勤務日数や待遇、応募方法な
ど、詳しくはお問い合わせください
問い合わせ　甲子学童育成クラブ
保護者会（☎27-2655）

【募集】
甲子学童育成クラブ職員

　現在、釡石市の老人クラブでは
32団体、1,016人の会員が活動し
ています。
　健康づくりや趣味・文化・レク
リエーション、友愛ボランティ
ア、交流活動などを通して、自
らの生活や地域を豊かにし、明る
い長寿社会づくりと保健福祉の向
上に努めることを目的としていま
す。
　あなたも仲間に入って楽しく活
動しましょう。
対象　おおむね60歳以上の人（60
歳未満でも可）
※老人クラブは小地域の範囲で活
動しています。興味のある人はお
問い合わせください
問い合わせ　釡石市老人クラブ連
合会事務局（小笠原☎57-2130、
☎090-6850-8196）

【募集】あなたも老人クラブで
活動しませんか

　市は、指定管理者に管理を委託
している公の施設が適切に管理・
運営されているか、毎年度、評価
を行っています。２月１日に各指
定管理者評価委員会か
ら評価結果の報告を受
けました。評価結果は
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）

令和元年度指定管理者評価制度
の評価結果を公表しています

※ 次の巡回場所は、４月から廃止になります
　 大平町望洋ケ丘集会所前、大平下水処理センター前、釡石市福祉作業所、
　グループホームやかた、ＳＭＣ㈱釡石第１工場、旧尾崎小学校前　計６カ所

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　３月24日㈬、４月14日㈬10時
～15時　
場所　市消費生活センター
定員　先着８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　４月１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　４月２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）

出張年金相談（要予約）
日時　４月15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
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　４月21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）

休日当番医・薬局・歯科医（４月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

４ 日 ふじまる内科医院 大槌町 ☎27-5151
クリス薬局 ☎55-5891

11 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

18 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

25 日 釡石のぞみ病院 大渡町 ☎31-2300
おおぞら薬局 ☎31-2030

29 木・祝 ふじまる内科医院 大槌町 ☎27-5151
クリス薬局 ☎55-5891

休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
４ 日 鈴木歯科医院 中妻町 ☎23-5908
11 日 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎28-2311
18 日 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315
25 日 歯科福成医院 新町 ☎25-0105

休日当番医・薬局が変更になりました〈変更後の休日当番医・薬局〉
３月20日（土・祝）
　大槌おおのクリニック（☎44-3122）、ハーブ薬局（☎44-3171）
３月21日㈰
　国立釡石病院（☎23-7111）、中田薬局小佐野店（☎21-3355）

釡石市の人口と世帯（２月）
男 15,224人（－ 33人）
女 16,845人（－ 23人）
合　計 32,069人（－ 56人）
世　帯 16,099世帯（－ 8世帯）

※（　）は前月比

夜間納税相談
期日　3月29日㈪、30日㈫、31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　３月27日㈯、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）

　廃棄物を山林や海岸などに安易に不法投棄する事例が後を絶ちませ
ん。全ての廃棄物をみだりに捨てたり放置することは「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」で禁止されています。この法律に違反すると罰則
があります。
　《罰則》
　【個人】５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金又は併料
　【法人】３億円以下の罰金
　市、沿岸広域振興局、警察などは連携して「不法投棄パトロール」や
「情報収集」を行っています。市内でも不法投棄で検挙された事案があ
ります。
　不法投棄は、自然環境や地域の景観を損なうだけでなく、土壌・水質
汚染などの公害を発生させ、健康や生活にも悪影響を及ぼすことがあり
ます。
※不法投棄を発見したら現状維持し、沿岸広域振興局保健福祉環境部
（☎27-5523 ）または市生活環境課にご連絡ください

不法投棄は犯罪です

問い合わせ　市生活環境課 リサイクル推進係　☎27-8453

　口
こうていえき
蹄疫や高病原性鳥インフルエ

ンザが万一発生した場合に備え、
家畜（牛、羊、ヤギ、馬など）や
家きん（鶏、アヒル、ウズラな
ど）を飼っている人は、令和３年
２月１日時点の飼育状況を所定の
報告書に記入の上、報告してくだ
さい。
報告期限　①家畜の場合４月15日
㈭　②家きんの場合６月15日㈫
※詳しくは、お問い合わせくださ
い
報告先・問い合わせ　県県南家畜
保健衛生所（☎0197-23-3531）

家畜・家きんの飼育状況・
衛生管理状況の報告をお忘れなく

　目指せ、未来のトッププレー
ヤー!
練習日時　毎週日曜日９時～11時
（小学校中学年以上は毎週水曜日
18時30分～20時の夜間練習有り）
練習場所　市球技場
対象　幼児（年長）～中学生の男女
会費　年１万2,000円（集金1,000
円×12回）、父母会費　4,000円
※春季、秋季の県内交流大会参加
の他、各種行事があります
※４月４日㈰に市球技場で開校式
を行います
問い合わせ　釡石シーウェイブス
RFC事務局（☎22-1173）

【募集】釡石シーウェイブス
ジュニアメンバー
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