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《訂正とおわび》広報かまいし５月15日号16ページ「釡石の
歴史よもやま話」記事中の「山本茗治郎」の読みは「みょうじ
ろう」または「めいじろう」でした。また鹿州の読みは「ろく
しゅう」でした。訂正しておわびします。

　県産木材の使用量に応じて、
新築の場合は最大100万円、リ
フォームの場合は最大45万円が
補助されます。
　令和３年４月１日以降に着工
し、令和４年３月15日までに完
成する住宅が対象です。
　予算がなくなり次第受付を終了
します。補助要件がありますの
で、詳しくはお問い合わせくださ
い。
問い合わせ　制度に
ついて：県林業振
興課（☎019-629-
5772）申請につい
て：岩手県木材産業
協同組合（☎019-624-2141）

県産木材を使った住宅の新築・
リフォーム費用の一部補助

　独立行政法人北方領土問題対策
協会は、北方領土について広く認
識してもらい北方領土返還に対し
関心を高めてもらうため、標語・
キャッチコピーを募集します。
申込期限　９月30日㈭
申込方法　FAX03-5405-2061
または hoku@koubo.co.jp
※詳しくは、北方領
土問題対策協会の
ホームページをご覧
ください

令和３年度北方領土に関する標語・
キャッチコピーを募集します

日時　７月３日㈯10時～18時
対象　B型肝炎患者とその家族
相談電話　☎022-224-1490、☎
022-224-1491
問い合わせ　B型肝炎被害対策東
北弁護団事務局（小野寺友宏法律
事務所内　☎0120-76-0152）

B型肝炎訴訟
無料電話相談会

　毎年2月7日は北方領土の日で
す。北方領土を広く周知し、北
方領土についての関心を高めるた
めのポスターデザインを募集しま
す。
応募期限　10月15日㈮
※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　北海道
総務部北方領土対策
本部（☎011-204-
5069）

第20回「北方領土の日」
ポスターコンテスト作品募集

日時　７月24日㈯～令和４年１月
22日㈯までの第２・４土曜日　９時
30分～11時30分（全12回）
場所　只越集会所（消防屯所）
内容　お茶のたて方、いただき方
を学ぶ
対象　市内の小学生～中学生
受講料　2,000円
申込期限　６月30日㈬
申し込み・問い合わせ　坂田宗久
（☎24-2368または090-9037-
3315）

【募集】表千家茶道
こども教室受講生

休日窓口　６月27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）

マイナンバーカード交付窓口
を開設します

期間　５月20日～６月30日
標語　「防災は　治山と避難の　
合わせ技」
問い合わせ　沿岸広域振興局農林
部森林保全チーム（☎27-5525）

山地災害防止キャンペーン

　令和３年度に市内各学校で使用
する教科書の見本を展示します。
期間　６月14日㈪～７月１日㈭９
時～17時（土・日曜日を除く）
場所　市教育センター３階
内容　小学校用、中学校用、高校
用教科書の展示
費用　無料
問い合わせ　市学校教育課（☎22-
8833）

教科書展示会を
開催します

対象　①令和３年４月１日時点で
高校卒業後３年を経過していない
人および令和４年３月までに高校
を卒業する見込みの人②人事院が
①と同等の資格があると認める人
第１次試験日　９月５日㈰
申込期間　６月21日㈪～６月30
日㈬
申込方法　インターネットによ
る。国家公務員試験採用情報
NAVIで検索
問い合わせ　仙台国税局人事第二
課試験研修係（☎022-263-1111
　内線3236）、人事院東北事務局
（☎022-221-2022）

国家公務員「税務職員採用試験」
（高校卒業程度）

開催日時　６月25日㈮～27日㈰
９時～18時（27日は17時まで）
場所　釡石市民ホールTETTO　
ギャラリー
問い合わせ　事務局 橘内（☎090-
7321-9552、FAX26-6133）

美術集団 サムディ45
第55回記念展

１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

６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

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㈭
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

９日㈮
唐丹公民館前 10:30～ 11:00

10日㈯
青葉ビル 9:00～ 9:30
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㈫
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

15日㈭
双葉学童育成クラブ 15:00～ 15:30

16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
栗林町仮設団地跡 13:45～ 14:10
砂子畑集会所前 14:20～ 14:45

20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」

７７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）

７月の休館日　5日、12日、
19日、22日、23日、26日

　令和３年３月12日付けで甲子柿が農林水産省所管の地理的表示保護制
度（GI）に登録されました。
　甲子柿の里生産組合員以外の人が甲子柿を販売する場合や、甲子柿を
原材料とする加工品の製造・販売をする場合、商品へ『甲子柿』の表示
ができないことがあります。次のとおり説明会を開催しますので、該当
する人は事前に申し込みの上、参加をお願いします。
◆日時場所
　①６月29日㈫15時～16時　洞関地区コミュニティ消防センター
　②６月30日㈬15時～16時　市役所第４庁舎３階 第７会議室

岩手労働局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付をお願いします。
労働保険料の納付は口座振替や電子納付が便利です。
　年度更新申告書の書き方および申告・納付方法などの詳細は、年度更
新申告書に同封しているパンフレットまたは厚生労働省のホームページ
をご覧ください。
　申告書は、労働局、労働基準監督署への郵送や電子申請
でも受け付けています。
● 期間中の手続きが困難な場合は、年度更新コールセン
ターへご相談ください
　 ☎0800-555-6780（開設期間：7月16日㈮まで、
通話料無料）

甲子柿のGI登録に関する説明会を開催します

令和３年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、
６月１日㈫～７月12日㈪です

申し込み・問い合わせ　市水産農林課 農業振興係　☎27-8426

問い合わせ　岩手労働局総務部労働保険徴収室　☎019-604-3003
　　　　　　釡石労働基準監督署　　　　　　　☎23-0651
　　　　　　ハローワーク釡石　　　　　　　　☎23-8609

　シープラザ釡石の地下駐車場
で、設備の不具合が確認されたた
め、しばらくの間、地下駐車場の
利用を中止します。
　ご不便をおかけしますがご理解
とご協力をお願いします。
　なお、当施設をご利用のお客様
は、建物西側に隣接（市郷土資料
館向側）する無料駐車場をご利用
ください。
問い合わせ　市商工
観光課 観光物産係
（☎27-8421）

シープラザ釡石地下駐車場の
利用を中止しています

職種　事務補助員（市民課）
募集人数　１人
任用期間　任用された日から令和
４年３月31日まで
選考方法　書類審査、面接試験
※勤務条件、業務内容、応募資
格・方法などの詳細は、市のホー
ムページをご覧ください
※その他、継続募集
中の職種があります
問い合わせ　市総務
課（☎27-8411）

【募集】
会計年度任用職員

厚生労働省の
ホームページ

142021.6.15広報かまいし



ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

《訂正とおわび》広報かまいし５月15日号16ページ「釡石の
歴史よもやま話」記事中の「山本茗治郎」の読みは「みょうじ
ろう」または「めいじろう」でした。また鹿州の読みは「ろく
しゅう」でした。訂正しておわびします。

　県産木材の使用量に応じて、
新築の場合は最大100万円、リ
フォームの場合は最大45万円が
補助されます。
　令和３年４月１日以降に着工
し、令和４年３月15日までに完
成する住宅が対象です。
　予算がなくなり次第受付を終了
します。補助要件がありますの
で、詳しくはお問い合わせくださ
い。
問い合わせ　制度に
ついて：県林業振
興課（☎019-629-
5772）申請につい
て：岩手県木材産業
協同組合（☎019-624-2141）

県産木材を使った住宅の新築・
リフォーム費用の一部補助

　独立行政法人北方領土問題対策
協会は、北方領土について広く認
識してもらい北方領土返還に対し
関心を高めてもらうため、標語・
キャッチコピーを募集します。
申込期限　９月30日㈭
申込方法　FAX03-5405-2061
または hoku@koubo.co.jp
※詳しくは、北方領
土問題対策協会の
ホームページをご覧
ください

令和３年度北方領土に関する標語・
キャッチコピーを募集します

日時　７月３日㈯10時～18時
対象　B型肝炎患者とその家族
相談電話　☎022-224-1490、☎
022-224-1491
問い合わせ　B型肝炎被害対策東
北弁護団事務局（小野寺友宏法律
事務所内　☎0120-76-0152）

B型肝炎訴訟
無料電話相談会

　毎年2月7日は北方領土の日で
す。北方領土を広く周知し、北
方領土についての関心を高めるた
めのポスターデザインを募集しま
す。
応募期限　10月15日㈮
※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　北海道
総務部北方領土対策
本部（☎011-204-
5069）

第20回「北方領土の日」
ポスターコンテスト作品募集

日時　７月24日㈯～令和４年１月
22日㈯までの第２・４土曜日　９時
30分～11時30分（全12回）
場所　只越集会所（消防屯所）
内容　お茶のたて方、いただき方
を学ぶ
対象　市内の小学生～中学生
受講料　2,000円
申込期限　６月30日㈬
申し込み・問い合わせ　坂田宗久
（☎24-2368または090-9037-
3315）

【募集】表千家茶道
こども教室受講生

休日窓口　６月27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）

マイナンバーカード交付窓口
を開設します

期間　５月20日～６月30日
標語　「防災は　治山と避難の　
合わせ技」
問い合わせ　沿岸広域振興局農林
部森林保全チーム（☎27-5525）

山地災害防止キャンペーン

　令和３年度に市内各学校で使用
する教科書の見本を展示します。
期間　６月14日㈪～７月１日㈭９
時～17時（土・日曜日を除く）
場所　市教育センター３階
内容　小学校用、中学校用、高校
用教科書の展示
費用　無料
問い合わせ　市学校教育課（☎22-
8833）

教科書展示会を
開催します

対象　①令和３年４月１日時点で
高校卒業後３年を経過していない
人および令和４年３月までに高校
を卒業する見込みの人②人事院が
①と同等の資格があると認める人
第１次試験日　９月５日㈰
申込期間　６月21日㈪～６月30
日㈬
申込方法　インターネットによ
る。国家公務員試験採用情報
NAVIで検索
問い合わせ　仙台国税局人事第二
課試験研修係（☎022-263-1111
　内線3236）、人事院東北事務局
（☎022-221-2022）

国家公務員「税務職員採用試験」
（高校卒業程度）

開催日時　６月25日㈮～27日㈰
９時～18時（27日は17時まで）
場所　釡石市民ホールTETTO　
ギャラリー
問い合わせ　事務局 橘内（☎090-
7321-9552、FAX26-6133）

美術集団 サムディ45
第55回記念展

１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

６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

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㈭
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

９日㈮
唐丹公民館前 10:30～ 11:00

10日㈯
青葉ビル 9:00～ 9:30
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㈫
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

15日㈭
双葉学童育成クラブ 15:00～ 15:30

16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
栗林町仮設団地跡 13:45～ 14:10
砂子畑集会所前 14:20～ 14:45

20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」

７７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）

７月の休館日　5日、12日、
19日、22日、23日、26日

　令和３年３月12日付けで甲子柿が農林水産省所管の地理的表示保護制
度（GI）に登録されました。
　甲子柿の里生産組合員以外の人が甲子柿を販売する場合や、甲子柿を
原材料とする加工品の製造・販売をする場合、商品へ『甲子柿』の表示
ができないことがあります。次のとおり説明会を開催しますので、該当
する人は事前に申し込みの上、参加をお願いします。
◆日時場所
　①６月29日㈫15時～16時　洞関地区コミュニティ消防センター
　②６月30日㈬15時～16時　市役所第４庁舎３階 第７会議室

岩手労働局・労働基準監督署・金融機関で申告・納付をお願いします。
労働保険料の納付は口座振替や電子納付が便利です。
　年度更新申告書の書き方および申告・納付方法などの詳細は、年度更
新申告書に同封しているパンフレットまたは厚生労働省のホームページ
をご覧ください。
　申告書は、労働局、労働基準監督署への郵送や電子申請
でも受け付けています。
● 期間中の手続きが困難な場合は、年度更新コールセン
ターへご相談ください

　 ☎0800-555-6780（開設期間：7月16日㈮まで、
通話料無料）

甲子柿のGI登録に関する説明会を開催します

令和３年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新期間は、
６月１日㈫～７月12日㈪です

申し込み・問い合わせ　市水産農林課 農業振興係　☎27-8426

問い合わせ　岩手労働局総務部労働保険徴収室　☎019-604-3003
　　　　　　釡石労働基準監督署　　　　　　　☎23-0651
　　　　　　ハローワーク釡石　　　　　　　　☎23-8609

　シープラザ釡石の地下駐車場
で、設備の不具合が確認されたた
め、しばらくの間、地下駐車場の
利用を中止します。
　ご不便をおかけしますがご理解
とご協力をお願いします。
　なお、当施設をご利用のお客様
は、建物西側に隣接（市郷土資料
館向側）する無料駐車場をご利用
ください。
問い合わせ　市商工
観光課 観光物産係
（☎27-8421）

シープラザ釡石地下駐車場の
利用を中止しています

職種　事務補助員（市民課）
募集人数　１人
任用期間　任用された日から令和
４年３月31日まで
選考方法　書類審査、面接試験
※勤務条件、業務内容、応募資
格・方法などの詳細は、市のホー
ムページをご覧ください
※その他、継続募集
中の職種があります
問い合わせ　市総務
課（☎27-8411）

【募集】
会計年度任用職員

厚生労働省の
ホームページ
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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　６月23日㈬、７月14日㈬10時
～15時
場所　市消費生活センター
定員　予約先着８人
申込み　市消費生活センター（☎
22-2701

公証相談（要予約）
日時　７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　予約先着４人
申込み　宮古公証役場（☎0193-
63-4431）
※前日までに予約がない場合は中止
します

人権相談
日時　７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
申込み　市消費生活センター（☎22-
2701）

出張年金相談（要予約）
日時　７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　７月20日㈫10時～15時
場所　市消費生活センター
定員　予約先着６人
申込み　市消費生活センター（☎22-
2701）

休日当番医・薬局・歯科医（７月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

４ 日
神林医院

甲子町
☎23-6635

中田薬局松倉店 ☎23-1230

11 日
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎42-7788

菊屋薬局 ☎42-3526

18 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

22 木・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

23 金・祝
大槌おおのクリニック

大槌町
☎44-3122

ハーブ薬局 ☎44-3171

25 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
４ 日 近藤歯科医院 大槌町 ☎42-7667
11 日 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎29-1222
18 日 鈴木歯科医院 中妻町 ☎23-5908
25 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111

釡石市の人口と世帯（５月）
男 15,088人（－ 12人）

女 16,684人（－ 22人）

合　計 31,772人（－ 34人）

世　帯 16,071世帯（－ 3世帯）
※（　）は前月比

夜間納税相談
期日　６月29日㈫、30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）
今月の
納　 税

【市県民税第1期】
納期限＝６月30日㈬

日時　７月２日㈮10時～15時
会場　釡石地区合同庁舎　沿岸広域振興局　２階　相談室
対象　ひとり親家庭の人（母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦）他
費用　無料
内容　 離婚や養育費についてなど日常生活において困っていること、悩

みなど弁護士による相談を行います

内容　借入金を返済することが難しい人などの相談に応じます
受付日時　月～金曜日（祝日および年末年始を除く）
　　　　　８時30分～12時、13時～16時30分
相談専用電話　☎019-622-1637
※ 盛岡財務事務所は国の地方出先機関です。秘密を厳守し、無料で利用
できますので、安心してご相談ください

日時　７月14日㈬　13時30分～16時（受け付けは14時まで）
会場　市身体障害者福祉センター
対象　肢体不自由のため身体障害者手帳の交付を受けている人
内容　 義肢、装具、車いすなどの交付・修理の要否や適合判定を行いま

す（診断料・相談料無料）
申込期限　７月８日㈭

ひとり親家庭の親等のための無料法律相談（要予約）

多重債務相談窓口

補装具巡回相談（要予約）

問い合わせ　沿岸広域振興局　保健福祉環境部　☎25-2713
　　　　　　（一社）岩手県母子寡婦福祉連合会　☎019-623-8539

問い合わせ　東北財務局 盛岡財務事務所　☎019-625-3353
　　　　　（盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎４階）

申し込み・問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

【問い合わせ】市健康推進課　☎22－0179

保健案内板保健案内板保健案内板乳がん検診を
受けましょう

　７月５日㈪から乳がん検診が始まります。事前に申し込みをしていた人には、６月下旬に受検票を発送予定
です。忘れずに受検しましょう。

月　日 場　所 駐車場

７月 5日㈪ 栗橋地区基幹集落センター　※午後のみ あり

７月 6日㈫ 中妻地区生活応援センター① あり

７月 8日㈭ 釡石・大槌地域産業育成センター① あり

７月 9日㈮ 昭和園クラブハウス① あり

７月15日㈭ 昭和園クラブハウス② あり

７月16日㈮ 洞関地区コミュニティ消防センター① あり

７月17日㈯ 中妻地区生活応援センター② あり

７月19日㈪ 釡石市民ホール　TETTO① なし

７月20日㈫ 洞関地区コミュニティ消防センター② あり

７月21日㈬ 釡石市民体育館 あり

７月22日（木・祝） 釡石市民ホール　TETTO② なし

７月26日㈪ 釡石・大槌地域産業育成センター② あり

７月27日㈫ 昭和園クラブハウス③ あり

７月28日㈬ 中妻地区生活応援センター③ あり

●検診について 対　　象 40歳以上の女性（令和４年３月31日時点）
※２年に１度の検診のため、令和２年度に乳がん検診を受けた人は対象外

検診料と
検査内容

50歳以上　2,500円（検査内容：問診、マンモグラフィ検査）
49歳以下　3,000円（検査内容：問診、マンモグラフィ検査、超音波検査）
※ 70歳以上（令和４年３月31日時点）、市民税非課税世帯の人、生活保護受給
者は無料

●追加申し込み ３月31日までに申し込みできなかった人は、この機会にお申し込みください。
申込期間 ６月28日㈪～７月16日㈮８時30分～17時15分（土・日曜日は除く）

申し込み 市健康推進課 成人保健係　☎22-0179

●検診日程 受付時間 ９時30分～11時、13時～14時30分

乳がんは40代以上の女性に多いがんです

問い合わせ　市健康推進課 成人保健係　☎22-0179
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