
問い合わせ
市子ども課
☎22-5121

皆さんは、毎日朝ごはんを食べていますか？
朝ごはんは、１日を元気にスタートするために大切なことです

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親以外の世帯分）の申請を受け付けています

バランスの良い朝ごはんを食べよう

朝ごはんを食べるとどんないいことがあるの？

　朝ごはんを食べなかった日に、ぼーっとしてしまったことはありませんか？それは、
脳の細胞のエネルギー源であるブドウ糖の不足が原因だと考えられます。
　また、脳の活性化には、バランスよく栄養素を取ることが大切です。主食・主菜・副菜のバランスの良い朝ごはんを
食べましょう。

・ よく噛んで朝ごはんを食べることで、気持ちをすっきりさせる「セロトニン」というホルモンが出て、元気な活動に
つながります！
・ 朝ごはんをはじめとする規則正しい生活習慣は、子どもたちのやる気も育てるといわれています！

　低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しています。（ひとり親世帯
として給付金を受給済の人を除く）支給対象の②に該当する場合は申請が必要です。詳しくは、
市のホームページをご覧いただくか、市子ども課へお問い合わせください。

給 付 額 児童１人当たり５万円

支給対象

①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者のうち、令和３年度分の住民税
均等割が非課税の人（未申告の人を除く）…７月16日㈮に振込予定です。未申告の人で該当に
なる場合は、市税務課などで申告をしてから申請が必要です
②①のほか、令和３年３月31日時点で18歳未満の子（障がい児の場合は20歳未満）を養育す
る父母などで、次のいずれかに該当する人（要申請）
※高校生のみ養育している世帯や、令和３年４月から令和４年２月末までに生まれる新生児も
申請が必要です
・令和３年度分の住民税均等割が非課税の人
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入※が令和３年度分の住民
税均等割が非課税の人と同様の水準に下がった人
※児童手当等受給者など所得が高い方で審査します

必要書類 本人確認書類（運転免許証など）、通帳の写し、給与明細書、年金振込通知書　など
申請期限 令和４年３月15日㈫

国事業

市のホームページ

カレー味で食欲もアップ！カレー味で食欲もアップ！
カミカミ切干大根のカミカミ切干大根の
カレー炒めカレー炒め

材料〔子ども５人分〕
切干大根……… 40g
人参…………… 25g
ピーマン……… 25g
ベーコン……… 50g
塩……………… 少々
酒………… 小さじ１
油… 小さじ２と１/２
カレー粉……… 少々

作り方
常備菜（作り置き）にすると便利です
① 切干大根はさっと洗って水で戻し、水気を
絞って食べやすい長さに切る

② 人参・ピーマン・ベーコンを千切りにする
③ フライパンに油を熱し、人参を軽く炒め、
ベーコンと切干大根を加えて炒める
④ 最後にピーマンを加えて炒め、塩・酒・カ
レー粉で味を調える

レシピ提供：釡石大槌保育所等給食会
ごはん（主食）＋卵料理１品（主菜）を加えると
バランスのよい食事に！

1日
元気に 朝ごはん朝ごはんレシピ朝ごはんレシピ
①

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

　次のイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。
時期 イベント名 問い合わせ

8月
釡石よいさ2021 釡石よいさ実行委員会　

kamaishi.yoisa.jimukyoku@gmail.com
釡石納涼花火2021 (一社）釡石観光物産協会　☎27-8172

12月 第43回「かまいしの第九」
演奏会

「かまいし第九」実行委員会会長　川向修一
☎090-6780-0434

「海の日」

イベント中止のお知らせ

～正しく使って楽しい花火～
　①  燃えやすい物のある場所や風の強いときは、花火をしないようにし

ましょう
　② バケツなどに消火用の水を準備しましょう
　③ 一度にたくさんの花火に火をつけないようにしましょう
　④ 必ず大人の人と一緒に遊びましょう
～火の取り扱いについて～
　お盆中は、何かと火の取り扱いが多くなりますので十分注意しましょ
う。また、建物周囲には可燃物を置かないなど「火の用心」をお願いし
ます。

夏季火災予防特別警戒　７月21日㈬～８月20日㈮

問い合わせ　釡石大槌地区行政事務組合消防本部 消防課　　　☎22-1642
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 釡石消防署　☎22-2526

事務局　市水産農林課内
　　　　☎27-8427

海の日
海にひろがる夢・みらい　(一社）岩手県獣医師会は、飼育犬・ねこおよび地域ねこの不妊手術に

対し費用の一部を助成します。
■申込期限　９月30日㈭
■対象頭数　県内で150頭（申込頭数が助成対象頭数を超えた場合は抽選）
※飼育犬20頭、ねこ130頭（うち地域ねこ70頭）
■ 対象条件　年齢７歳未満のメス（犬は、登録および狂犬病予防注射済
みであること）

■助成金額　１頭あたり5,000円
■ 申込方法　市生活環境課に備え付けの不妊手術助成事業
申込票に記入し、生活環境課（☎27-8453）へ提出。
または、市のホームページから申込票をダウンロード
し、岩手県獣医師会へ提出。

※詳細は、市のホームページをご覧ください

飼育犬・ねこおよび地域ねこの不妊手術助成

問い合わせ　岩手県獣医師会　☎019-656-1014　FAX019-656-1017

　水産技術センターの施設と夏休
みの自由研究にお薦めのテーマを
ホームページに掲載します。
公開日時　７月19日㈪10時～８
月31日㈫17時
公開内容　漁業指導調査船「岩
手丸」船内（Googleストリート
ビュー）、魚のさばき方やカラー
魚拓づくりの画像や
動画など
問い合わせ　県水産
技術センター 企画指
導部（☎26-7914）

県水産技術センター
「施設と自由研究お薦めテーマ」のWeb公開

海をきれいにしましょう
釡石市「海の日」実行委員会

　７月22日「海の日」は、
海の恩恵に感謝するととも
に、海洋国日本の繁栄を願
う日です。

　８月19日から４カ月間実施す
る｢ＯＡ実務科｣の職業訓練受講生
を募集しています。パソコンの基
本的な知識やスキルを身につけ、
訓練修了後３カ月以内の再就職を
目指します。受講料
は無料（教材費など
を除く）です。詳細
は、お問い合わせく
ださい
募集期限　８月３日㈫
申し込み・問い合わせ　ハローワー
ク釡石（☎23-8609）

受講生募集
「ハロートレーニング」

　主要地方道35号釡石遠野線は、
路肩部擁壁崩落のため令和2年4月
から全面通行止めとなっていました
が、7月9日に全面通行止めが解除さ
れ通行可能となりました。
問い合わせ　県遠野土木センター
（☎0198-68-3574）

通行止め解除のお知らせ

　中小企業退職金共済制度（中退
共）は、国がサポートする中小企
業のための退職金制度です。
安全　掛金の一部を国が助成
有利　掛金は全額非課税。手数料
も不要
簡単　社外積立で管理が簡単
※パートタイマーや
家族従業員も加入で
きます。詳しくは、
ホームページをご覧
ください
問い合わせ　（独）勤労者退職金共
済機構　中小企業退職金共済事業
本部（☎03-6907-1234）

中小企業退職金共済事業
～働くみんなに、大きな安心～
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３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㈬
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

５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

７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

12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

13日㈮
唐丹公民館前 10:30～ 11:00

17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

20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

24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

25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㈭
双葉学童育成クラブ 15:00～ 15:30

27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」

８８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）

８月の休館日　２日、９日、
10日、16日、23日、30日

　戦時中、釡石には２つの捕虜収容所がありました。今回の企画展で
は、元収容所の所長が、終戦間際から終戦を経て捕虜が帰国するまでの
出来事を記した手記を中心に展示します。歴史の事実を見つめ、あらた
めて平和の尊さを考えます。
期限　８月30日㈪※企画展中は毎日開館　９時30分～16時30分（最終
入館16時）
場所　釡石市郷土資料館　企画展示室
展示概要　元捕虜収容所所長・稲木誠氏の手記「降伏の時」の手書き原
稿（複製）、元捕虜の日記の複製や「降伏の時」が掲載された新聞紙面
など関連資料

企画展　釡石の捕虜収容所 －記録と記憶を後世へ－

問い合わせ　釡石市郷土資料館　☎22-2046

　市は、持続的に発展可能な地域社会の構築へ向け、過疎地域の持続的
発展の支援に関する特別措置法に基づき、釡石市過疎地域持続的発展計
画を策定します。計画案について、広く市民の皆さんの意見を募集しま
す。
募集期間　７月15日㈭～８月４日㈬
資料の設置場所　市市民課、市教育センター、市保健福祉
センター、図書館、各地区生活応援センター、市広聴広報
課、市総合政策課　※市のホームページでも確認できます
※記載する内容や意見の提出先など、詳細は市のホーム
ページをご覧ください

「過疎地域持続的発展計画（案）」への意見を募集します

問い合わせ　市総合政策課 企画調整係　☎27-8413

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

日時　８月８日㈰18時30分～19
時30分
内容　民話や絵本の読み聞かせ
出演　漁火（いさりび）の会
場所　図書館 ２階視聴覚室
対象　児童・一般
定員　20人（先着順）
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

夜のとしょかんおはなし会

日時　１回目（構成・下絵）：
７月29日㈭９時30分～11時30分
２回目（製本・完成）：
８月５日㈭９時30分～11時30分
内容　世界に一つだけの絵本の制
作
場所　図書館　２階視聴覚室
定員　10人（先着順）
※小学３年生以下は、保護者の同
伴が必要です
参加費　500円（材料費）
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

手作り絵本教室
各種相談各種相談

多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　７月20日㈫、８月17日㈫10時
～15時
場所　市消費生活センター
定員　予約先着６人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　７月28日㈬、８月４日㈬10時
～15時
場所　市消費生活センター
定員　予約先着８人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701

公証相談（要予約）
日時　８月５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
申し込み　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　８月６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　８月19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（８月）

休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

１ 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎27-5151

クリス薬局 ☎55-5891

８ 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

９ 月・祝
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

おおぞら薬局 ☎31-2030

15 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

22 日
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

29 日
釡石ファミリークリニック

大渡町
☎31-1616

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号

１ 日 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315

８ 日 歯科福成医院 新町 ☎25-0105

15 日 かっし歯科医院 甲子町 ☎25-2785

22 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480

29 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182

夜間納税相談
期日　７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）

休日納税相談
日時　８月１日㈰
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

釡石市の人口と世帯（６月）
男 15,070人（－ 18人）

女 16,668人（－ 16人）

合　計 31,738人（－ 34人）

世　帯 16,060世帯（－11世帯）
※（　）は前月比

　 「SL銀河」が約１年ぶりに運転を再開しま
す。今年初回の運転となる８月21日㈯、22日
㈰は地域の皆さんと駅と鉄道を“結ぶ”架け橋と
なるように願いを込めて「SL銀河東北DC結び
号」として運転します。そこで地域の皆さんか
ら「釡石線からありがとう」をテーマにメッ
セージを募集し、釡石駅・その他JR釡石線内の
駅に掲示します。
●応募期限：８月20日㈮
● 応募方法：JR釡石駅・遠野駅・新花巻駅・花巻駅・北上駅に応募用紙
および応募箱を設置しています。応募箱に投函してください。

○ 詳しくはJR東日本のホームページ（ニュースリリース一覧）をご覧く
ださい　https://www.jreast.co.jp/

皆さんからのメッセージをお待ちしています。

「釡石線からありがとう」
メッセージ・イラストを募集します

　施設の維持管理を目的に地質調査を実施するため、令和３年度は屋外
幼児プールおよび屋外25mプールの利用を休止します。
※利用休止の期間は、調査の結果により変更となる場合があります
　なお、屋内プールおよび屋外50mプールは通常どおりご利用いただけ
ます。市民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

市営プール 屋外幼児プール・屋外25ｍプールの
利用を休止します

問い合わせ　市スポーツ推進課 スポーツ推進係　☎27-5712

問い合わせ　市商工観光課 観光物産係　☎27-8421
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