
農園の名称を募集 します
　市は、市民が自然や農業に触れる機会を創出し、健康維持、教育や観光に寄与する憩いの場として、市民農園と観光
農園（ラベンダー畑）を整備します。この２つを合わせた農園全体の名称を募集します。

　パラリンピック聖火は、共生社会の実現へ向け全国の市区町村で採火されます。
　市は、大会に向けて「ものづくりの灯」から聖火を採火します。そして、翌日16日㈪に盛岡で開催され
る岩手県集火・出立式で、県内各市町村で採火された聖火を一つに集め、開催都市の東京へ向かいます。

釡石市
採火式

日　時 8月15日㈰14時～14時30分

場　所 釡石駅前広場
※雨天決行、荒天中止
※ 観覧の際は、マスクの着用、手指消毒など、新型コロナウイルス感染症対策にご協力を
お願いします

場所➡甲子町（道の駅釡石仙人峠の
川向い）
市民農園➡野菜や花を育てる農園と
して、１区画あたり３メートル×３
メートルの区画を全55区画整備し、
希望する市民に貸し出します（貸し
出しは、令和４年度からの予定です）
観光農園➡ラベンダーの原産地とし
て知られる姉妹都市、フランスの
ディーニュ・レ・ヴァン市との友好の
証として、ラベンダー畑を整備しま
す。本年度は、約1,500 平方メートル
の土地に約400 本のラベンダーを植
える予定です

市民農園と観光農園を合わせた、
農園全体の名称を募集します。

市のホームページまたは次のメールアドレスから
ご応募ください。

８月23日㈪

申し込み・問い合わせ　市水産農林課　農業振興係　☎27-8426　 nourin@city.kamaishi.iwate.jp

問い合わせ　市国際交流課 ☎27-5713

農園の概要

募集内容 応募方法

募集締切

岩手県
集火・出立式

市のホームページ
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新型コロナワクチン接種のお知らせです

50歳から59歳の方※を対象としたワクチン接種の予約を
8月10日から受け付けます

※昭和37年４月２日～昭和47年４月１日までに生まれた方

※釡石市以外が発行した接種券をお持ちの方は、電話予約のみ受け付けます
※ ご家族などによる代理予約が可能ですが、予約確認や変更、キャンセルは予約を行ったLINE
アカウント以外ではできません

　新型コロナワクチンが十分に供給されるまでは、集団接種（イオンタウン釡石会場）のみ受け付けます。
　できるだけ多くの方に接種していただきますようお願いします。なお、身体的な理由など特別な事情
があり、医療機関での個別接種を希望する方は、市新型コロナワクチン接種推進室にご相談ください。
　また、障がいや要介護状態により外出が困難な方が、接種会場までタクシーを利用する場
合は、運賃が無料になります。詳しくは広報かまいし７月１日号（２ページ）を確認いただ
くか、市生活環境課（☎27-8451）へお問い合わせください。

ステップ 1 右の二次元コードを読み取るか、ID検索（@884nhzrx ）で、
「釡石市コロナワクチン集団接種予約」を友だち追加 

ステップ 2 接種券番号10桁、生年月日、氏名（カタカナ）、
電話番号などを入力

ステップ 3 希望する１回目の接種日時を選択・予約

ステップ 4 LINEトーク画面に届く予約完了内容を確認

集団接種（イオンタウン釡石会場）の予約方法

①１回目の接種日時を予約します
② ２回目の接種日は、１回目の接種後に会場内でご案内します。原則、１回目接種日から３週間後の同
じ曜日・時間となりますので、あらかじめ調整をお願いします

１回目の接種日程

①８月28日㈯ ②９月４日㈯ ③９月５日㈰ ④９月９日㈭ ⑤９月11日㈯ ⑥９月12日㈰ ⑦９月16日㈭

LINE予約ができる方・方法
●釡石市から新型コロナワクチン接種券が届いた方
●スマートフォンなどをお持ちでLINEアプリを利用できる方

画面デザインは変更になる場合があります

予約方法 予約開始日時 受付時間

電話予約　市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎019-606-8055 ８月10日㈫

９時～

月～金曜日（祝日を除く）
９時～17時

コミュニケーションアプリ　LINE（ライン）予約 24時間対応

※ 開始当初はコールセンターへの電話が混み合うことが予想されますので、ぜひLINEでの予約をお願い
します

LINE友だち追加

広報かまいし７月１日号

新型コロナワクチン接種のお知らせです

　引き続き、市新型コロナワクチン接種コールセンターに予約し、集団接種（イオンタウン
釡石会場）で接種することができます。
　医療機関での個別接種を希望する場合は、市新型コロナワクチン接種推進室にご相談くだ
さい。

　８月中にかかりつけの医療機関にご相談ください。

　８月中の接種完了を目指し、接種の調整をしています。

　49歳以下の方へ
　30歳から49歳の方の予約受付開始時期・方法などは９月１日号、12歳から29歳の方に
ついては９月15日号の広報かまいしでお知らせする予定です

　提出していただいた接種希望調査をもとに、市が接種日時・会場を調整します。結果は郵
送でお知らせしますので、指定の医療機関または集団接種会場で接種してください。

６５歳以上の方へ

６0～64歳の方へ

基礎疾患のある方で、期間内に届け出ができなかった方へ

特定業種に携わる方へ

優先接種対象の方へ

相談窓口
● 一般的な相談：市新型コロナワクチン接種コールセンター　☎019-606-8055
● 医学的な知見が必要な専門的な相談：岩手県新型コロナワクチン専門相談コール
センター　☎0120-895-670
※ その他、コロナワクチンの接種に関して困りごとがある場合は、お問い合わせく
ださい
　市健康推進課　新型コロナワクチン接種推進室　☎22-4567　☎22-4568

ワクチンパスポート（新型コロナワクチン接種証明書）の申請を受け付けます
　海外への渡航などでワクチン接種証明書が必要な方は、市新型コロナワク
チン接種推進室にご相談下さい。詳しい申請方法や必要書類は、市のホーム
ページでも確認できます。

市のホームページ
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　昭和20年７月14日と８月９日、釡石は二度にわたり艦砲射撃を受け、多数の尊い生命が犠牲となりました。市は
戦没者の慰霊と恒久平和への願いを込めて釡石市戦没者追悼式を執り行います。

◆日程　８月19日～12月16日
　　　　各回木曜日（全10回）
　　　　19時15分～20時30分

① ベトナム語  8月19日、26日
② フランス語  9月 2日、16日
③ 中国語 10月 7日、21日
④ 韓国語 11月11日、25日
⑤ フィリピン語 12月 2日、16日
※希望する言語のみの受講も可能です

◆場所　青葉ビル研修室（大町３-８-３）
◆対象　 その国に興味のある人、簡単な他言

語を学びたい人
◆定員　15人
◆受講料　各言語の講座ごとに1,000円
◆申込期限　８月10日㈫

◆日　　程　①８月13日㈮　13時30分～16時
　　　　　　②８月14日㈯　13時30分～16時
◆ 開催場所　しごと・くらしサポートセンター セミナールーム
（イオンタウン釡石２階）※オンラインでも参加可能です
◆内　　容　13時30分～14時30分　開会・講演
　①演題　「住まいの終活と空き家対策」
　　講師　㈲コパエース代表取締役・行政書士
　　　　　野田　忠幸さん
　②演題　「相続から考える終活」
　　講師　釡石ひまわり基金法律事務所・弁護士
　　　　　細川　恵喜さん
　14時45分～15時　 市の空き家対策・空き家バンク制度の

紹介
　15時～16時　個別無料相談（希望者のみ）
※ 上記個別無料相談とは別に、同会場内に岩手県司法書士会
による個別無料相談窓口を開設し、事前に予約された人の
相談に対応します
◆対　　象　どなたでも無料で参加できます
◆ 申込方法　８月10日㈫までに電話、
メールなどでお申し込みください。
※ オンラインでの参加を希望する場
合は、インターネット環境が必要
です

　各国のあいさつなどの簡単な他言語を学び
ながら、その国の文化に触れてみませんか。

　市は、相続対策の必要性を周知し、不動産相続に興味を持っ
てもらうことで、将来的な空き家の発生を抑止するため、空き家
活用セミナーを開催します。

日 時 ８月９日（月・振休）11時

会 場 釡石市民ホールTETTO

対 象 市内在住のご遺族

内 容 追悼の言葉、献花
※献花用の菊花は市で用意します

問い合わせ　市地域福祉課 地域福祉係　☎22-0177

申し込み・問い合わせ
市国際交流課　☎27-5713

問い合わせ　市生活環境課 市民生活係　☎27-8451
　　　　　　 seikatsu@city.kamaishi.iwate.jp

戦没者追悼式

外国語広場を開催します空き家活用セミナー

献花について 式典終了後、どなたでも自由に献花できる
よう15時まで会場内に献花台を設置します

関 連 資 料 の
展示について

太平洋戦争および釡石艦砲射撃の関連資料
を会場内に展示します

そ の 他
・本年度は、送迎バスの運行はありません
・ 新型コロナウイルス感染症対策のため、
規模を縮小して執り行います

受 講 者 募 集

　市は、原爆投下の日（８月６日、９日）、釡石が２回目の艦砲射撃を
受けた日（８月９日）および終戦記念日（８月15日）にサイレンを
鳴らします。恒久平和を祈り黙とうをささげましょう。

日時　 ８月 6日㈮ 8時15分
　　　　　 9日（月・振休） 11時 2分
　　　　　15日㈰ 12時  　

黙とうをささげましょう

問い合わせ　市総務課 行政係　☎27-8411

問い合わせ　市高齢介護福祉課 高齢介護係　☎22-0178

敬老会を中止します

敬老祝金の対象を変更します
　令和３年度釡石市敬老会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

　これまで敬老祝金は77歳、88歳、90歳、99歳の人を対象に支給してきましたが、令和３年度からは対
象を88歳の人のみに変更します。なお、100歳の特別敬老祝金については変更ありません。
　敬老祝金対象の人には、９月初旬に口座振込依頼書を郵送しますので、忘れずに申請してください。
　近年の超高齢化や平均寿命の延伸を考慮し、今後も敬老事業を継続していくために改めたものですので
ご理解をお願いします。

　次の被保険者証などを７月下旬に発送しました。手続きが必要な場合がありますので、ご確認ください。
「後期高齢者医療被保険者証」

対象 75歳以上の人、65歳以上で一定の障がいがあり、本制度に加入している人
医療機関で支払う一部負担金の割合「１割」または「３割」が記載されています。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」（一部負担金、入院食事代金が安くなります）
対象 後期高齢者医療被保険者証の負担割合が１割の人で、市民税非課税世帯の人

「限度額適用認定証」（一部負担金が安くなります）
対象 後期高齢者医療被保険者証の負担割合が３割の人で、課税所得145万円以上690万円未満の人

手続き 対象の人には申請のお知らせを郵送しますので、忘れずに手続きしてください。なお、前年度から
継続して該当する人には、被保険者証と合わせて郵送しますので、手続きは不要です

「医療費受給者証（子ども医療、ひとり親家庭医療、重度心身障がい者医療、身体障がい者３級医療費受給者証）」
対象 各医療制度の対象世帯で、所得が限度額内の人（未就学児は所得制限なし）

手続き
◇申請内容に変更がある場合は、届け出が必要です
◇所得・受給資格が確認できない人にお知らせを送付していますので、手続きをしてください
◇所得要件などで対象外となる場合は、対象外となる初年度のみお知らせしています

　レバーなどの内臓や肉の生食・加熱不足は、カンピロバクター食中毒や腸管出血性大腸菌食中毒などの
リスクがあります。十分に加熱して食べましょう。
★次の点に注意しましょう
① 飲食店やバーベキューなどで肉を焼きながら食べる場合は、専用のトングや箸を使い、焼き上がった肉
や野菜など、直接口に入れるものに触れないよう気を付けましょう
②十分に加熱（中心部を75℃で１分間以上）しましょう
③生肉に触ったら、よく手を洗いましょう
④ 生肉に触れた包丁やまな板などの器具は、使用後に洗浄、殺菌しましょう

敬老祝金対象者 88歳米寿（昭和８年４月２日～昭和９年４月１日生まれの人）
※ 令和３年９月１日現在、市内に引き続き１年以上住所がある人が対象です

問い合わせ　市市民課 医療給付係　☎27-8450

問い合わせ　釡石保健所 環境衛生課　☎27-5523

後期高齢者医療被保険者証などを発送しました

食肉の生食・加熱不足による食中毒に注意しましょう
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ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

　大切な人を突然に自死（自殺）で失った同じ体験を持つ人が、あり
のままの思いを語り、耳を傾け、お互いの悲しみや心の痛みをわかち
合う場として開催します。
対　　象　家族や親族などを自死で亡くした人
日　　時　８月24日㈫　13時30分～15時
場　　所　釡石地区合同庁舎２階　相談室
費　　用　無料
申込期限　８月23日㈪

申し込み・問い合わせ　県釡石保健所 保健課　☎25-2710（内線239）

「釡石・大槌わかち合いの集い」

　県は、障がい者に対する県民の理
解を深め、共に生きる地域社会づく
り促進のため「心のふれあい」をテー
マにした作文とポスターを募集して
います。
【心の輪を広げる体験作文】
テーマ　出会い、ふれあい、心の
輪　―障がいのある人とない人と
のふれあい体験を広げよう―
応募資格　小学生以上（特別支援学
校の小学部の児童を含む）
【障害者週間のポスター】
テーマ　障がいの有無にかかわら
ず誰もが能力を発揮して安全に安
心して生活できる社会の実現
応募資格　小学生、中学生（特別
支援学校の小学部、中学部の児童
生徒を含む）
応募期限　８月31日㈫
　応募用紙は県の公式
ホームページからダウ
ンロードできます
申し込み・問い合わせ　県保健福
祉部 障がい保健福祉課 障がい福祉
担当　〒020-8570　盛岡市内丸
10-1　☎019-629-5448

「心の輪を広げる体験作文」・
「障害者週間のポスター」を募集します

期間　８月６日㈮～９月27日㈪
場所　鉄の歴史館２階　会議室
展示内容　鉄の歴史館に常設され
ている美術作品の他、非公開の絵
画や工芸品、市内の鉄に関する作
品を展示します。
問い合わせ　鉄の歴史館（☎24-
2211）

鉄の歴史館夏季特別企画展
鉄の展覧会

　現在高校に在学している人、過
去に高校に在籍していた人を対象
に、後期転編入学者選抜を実施し
ます。日曜日のスクーリングへの
出席とレポート添削で学習を進め
る高校です。年齢を問わず入学で
きます。詳しくは、お問い合わせ
ください。
願書配布期間　8月3日㈫～27日㈮
問い合わせ　宮古高校通信制（☎
0193-63-7428）

県立宮古高校通信制
後期転編入学者選抜（10月）

休日窓口　８月29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

職種・人数　事務補助員（市選挙
管理委員会事務局）２人
任用期間　衆議院議員総選挙の執
行が決まった日から投票日の数日
後まで（約１カ月間）
選考方法　書類審査、面接試験
※勤務条件、応募資格、応募方法
などの詳細は、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）

【募集】
会計年度任用職員

　（独）北方領土問題対策協会は、
北方領土について広 く認識し、
返還に対し関心を高めてもらう
ため、中学生を対象とした全国ス
ピーチコンテストを実施します。
応募期限　10月18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　令和３年
度北方領土に関する全
国スピーチコンテスト
事務局（☎03-5966-
5784）

【募集】北方領土に関する
全国スピーチコンテスト作品

　危険物の取扱者に３年ごとの受
講が義務付けられている保安講習
を開催します。
講習日　９月10日㈮
会場　市民ホールTETTO ホールA
受付期間　７月16日㈮～８月16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）

危険物取扱者保安講習

　市は、緊急時の対応や相談支援
を行う上での基本情報として活用
するため「高齢者現況調査」を実
施します。
実施時期　８月上旬～中旬
対象　令和３年４月１日現在、65
歳以上（昭和31年４月１日以前に
生まれた人）で、市内に住所を有
する人（要支援・要介護・総合事
業対象者と認定されている人は除
きます）
調査方法　対象者に「高齢者現況
調査票」を郵送します。身体や生
活の状況などについて必要事項を
記入の上、同封の返信用封筒で返
信してください。
問い合わせ　市地域包括支援セン
ター（☎22-2620）

【65歳以上対象】
高齢者現況調査を実施します

ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま各種相談各種相談

“いきいき岩手”結婚サポートセンター
おでかけ「i-サポ」（要予約）

日時　８月１日㈰、28日㈯12時～
15時
場所　釡石情報交流センター
対象　県内在住、在勤の20歳以上
の独身者
内容　個別相談、タブレット端末
によるお相手検索、１対１の出会
いの機会づくり
費用　登録料１万円(２年間有効)
問い合わせ　同サポートセンターi-
サポ宮古（☎0193-65-7222）

行政相談
日時　８月19日㈭13時30分～16
時
場所　市消費生活センター
内容　国などの行政に関する苦情
や要望
問い合わせ　岩手行政監視行政相
談センター（☎0570-090110）
宮古児童相談所巡回相談（要予約）
日時　９月６日㈪10時～15時
場所　釡石いこいの家
内容　子どもの養育や療育への助
言・指導、必要により医学的・心
理学的判定を実施
申込期限　８月23日㈪
申し込み・問い合わせ　市子ども
課（☎22-5121）

障がいがある人への不利益な取扱い
解消などの相談窓口

日時　月～金曜日（祝日、年末年
始を除く）８時30分～17時15分
相談方法　市地域福祉課障がい福
祉係（☎22-0177　市保健福祉セ
ンター２階）へ電話または直接お
越しください

　７月１日付で、山﨑詔子さんと村上修さんが人権擁護委員として法
務大臣から委嘱されました。任期は３年間です。
　人権擁護委員は、人権についての啓発や、地域の皆さんからの人権
相談に応じるなどの活動を行っています。家庭内や職場、学校での問
題などお気軽にご相談ください。
●市の人権擁護委員（敬称略）
　・佐々木　八重子（甲子町）　　・佐　藤　　　力（中妻町）
　・山　﨑　詔　子（小佐野町）　・佐久間　良　子（唐丹町）
　・村　上　　　修（大平町）

問い合わせ　市生活環境課 市民生活係　☎27-8451

人権擁護委員に山﨑詔子さんと村上修さんが委嘱されました

　植林した森林の手入れができず
困っていませんか。
　県は「いわての森林づくり県民
税」を活用して、公益上重要であ
りながら、手入れの行き届いてい
ない人工林（スギやカラマツな
ど）を所有者の皆さんに代わって
間伐しています。詳しくは、お問
い合わせください。
問い合わせ　県沿岸広域振興局農
林部（☎27-5524）

森林所有者の皆さんへ

　カラスや野良猫に餌やりしてしまうと、糞尿被害や鳴き声の騒音被
害だけでなく、人に慣れ人との距離が近くなってしまいます。その結
果、農業被害や人的被害、近所の人々とのトラブルにつながる恐れが
あります。実際に訴訟を起こされ、損害賠償の支払いを命じられた事
例もあります。
　猫は室内で飼い、外に出る猫であれば不妊去勢手術を実施し、首輪
を付けましょう。カラスへの餌やりは鳥インフルエンザの感染拡大に
もつながります。
　安易な餌付けが周りの人に多大な迷惑をかけてしまいます。絶対に
やめましょう。また、そのような行為を見かけた場合は、市生活環境
課へご連絡ください。

　児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計が別であ
る児童を養育している、ひとり親家庭などに支給される手当です。受
給資格者（支給停止中も含む）は、必ず期間内に現況届を提出してく
ださい。提出がない場合、11月分以降の手当が支給されません。必要
書類など詳しくはお問い合わせください。
●提出期限　８月31日㈫
【夜間受付窓口を開設します】　８月23日㈪～８月27日㈮
　　　　　　　　　　　　　　　17時15分～19時

カラスや野良猫への餌やりはやめましょう！

児童扶養手当の現況届を提出しましょう

問い合わせ　市生活環境課 環境保全係　☎27-8453

提出先・問い合わせ
市子ども課 子ども福祉係（市保健福祉センター２階） ☎22-5121

ふくしトピック㉘

「釡石・大槌地域障がい福祉コーディネーター」を配置しました
　「釡石・大槌地域障がい福祉コーディネーター」は、釡石市内・大
槌町内の障がい福祉サービス事業所や行政機関をつなぐ役割、医療的
ケア児の家族と支援機関を円滑につなぐ役割を担い、釡石・大槌地域
の障がい福祉の向上を目指す活動を行っています。
　コーディネーターは、毎週月曜日から木曜日まで市地域福祉課障が
い福祉係に在席しています。
※年末年始（12月29日～１月３日）および祝日を除く

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係  ☎22-0177
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親子で楽しむ 音楽のゆうえんち in 釡石
聞いて、踊って、みんなで楽しく音楽を楽しみましょう。０歳児から入場できる親子のための音楽コンサートです。

出　演
小川有紀子（バイオリン）
平松　典子（バイオリン）
高橋　麻子（ピアノ）

曲　目
エルガー／愛のあいさつ
シューベルト／アヴェ・マリア
アナと雪の女王
ミッキーマウスマーチ　他

公演日 ８月22日㈰　開演14時（開場13時）
※公演時間は約１時間です

場　所 釡石市民ホールTETTO ホールA　１階席

入場料 全席指定　中学生以上500円（当日700円）

チケット販売 釡石市民ホール

問い合わせ　釡石市民ホールTETTO　☎22-2266

お盆期間（8月９日～17日）のごみ収集日程
◎一般ごみ
【収集が月曜日と木曜日の収集地区】
　収集日　８月９日（月・振替休日）、12日㈭、16日㈪
　　　　　※16日㈪のみ１世帯最大６袋収集
【収集が火曜日と金曜日の収集地区】
　収集日　８月10日㈫、13日㈮、17日㈫
　　　　　※17日㈫のみ１世帯最大６袋収集
【橋野地区】
　収集日　８月13日㈮
　　　　　※８月20日㈮は、１世帯最大６袋収集

◎資源物（ペットボトル以外）
【毎月第２・４水曜日が収集日の地区】
　収集日　８月11日㈬　※通常どおり収集
◎ペットボトル
【毎月第２土曜日が収集日の地区】
　収集日　８月14日㈯　※通常どおり収集
◎岩手沿岸南部クリーンセンターへの持ち込み
　受付日　８月10日㈫～13日㈮、16日㈪、17日㈫
◎ 蛍光灯や乾電池などの各地区生活応援センター・
　生活環境課などでの拠点回収
　受付日　８月10日㈫～13日㈮、16日㈪、17日㈫

問い合わせ　市生活環境課 廃棄物対策係　☎27-8453

問い合わせ　市生活環境課 廃棄物対策係　☎27-8453

収集場所
釡石・平田地区

新浜町　新浜町集会所前ごみ集積所
東前町　東前集会所前付近
浜町３丁目　西ノ澤不動尊前道路付近
宝樹寺　階段下道路付近
石応禅寺　青葉通り側入り口前道路付近
薬師公園　階段下道路付近
大平町　大沢ストア付近
矢の浦橋たもと（松原方面東側）付近　
嬉石町　県営嬉石第２アパート東側ごみ集積所付近
上平田ニュータウン　市営住宅向かい付近

鵜住居地区
鵜住居町　藤喜酒店そば（旧仮設屯所敷地）付近　
鵜住居地区生活応援センター前付近

中妻・小佐野・甲子地区
五の橋たもと（中妻方面南側）付近
新開橋たもと（上中島方面西側）付近
小佐野橋たもと（新町方面南側）付近
野田大橋たもと（野田方面東側）付近
旧野田団地公民館跡地の防火水槽付近
定内橋たもと（小佐野方面東側）付近
松倉橋たもと（釡石高校方面東側）付近
松倉下ノ橋隣の人道橋たもと（県立釡石病院方面）付近
小川町　小川集会所裏の人道橋付近
甲子町　中小川集会所前付近
上の橋たもと（小川町方面）付近
大畑　大畑団地集会所前付近
大畑　昇和自動車裏の四差路付近
大畑　不動橋たもと（国道側）付近
洞関地区コミュニティ消防センター付近

盆飾りの収集日は
８月16日㈪です

※小学生以下は無料ですがチケットが必要です
※家族・グループごとに続き席で鑑賞できます

　当日の午前中に透明または半透明の袋に入れて出してください。線香や
ろうそくは出さず、おさい銭は供えないでください。

平松典子さん
（バイオリン）

小川有紀子さん
（バイオリン） 高橋麻子さん

（ピアノ）
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