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釜石には 愛 がある

広報

根浜海岸に

笑顔が戻る

東日本大震災津波で流出した砂浜の再生工事が完了した根浜海岸で、7月22日
に海開きが行われました。海開きを前に安全祈願祭が行われ、神事が終了する
と、待ちわびていた来場者らは青々とした海に勢いよく入り、大きな歓声を上げ
て海水浴を楽しみました。22日と23日は、あおぞらビーチパークが開催され、
シーカヤックやシュノーケリング、地曳網などさまざまなプログラムを体験し、
参加者は思い思いに夏を満喫しました。
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新型コロナワクチン接種のお知らせです

ワクチン接種進捗状況（令和３年８月１日現在）
年齢区分

対象者数
（人）

65歳以上の方
約13,300
医療従事者等
約1,300
基礎疾患のある方
約2,000
特定業種に
約1,000
従事されている方
60歳から64歳の方 約1,500
計
約19,100

予約者数
（人）

接種１回目

接種２回目

接種済者数（人） 進捗状況（％） 接種済者数（人） 進捗状況（％）
12,075
11,961
99.1
11,071
91.7
1,300
1,300
100
1,300
100
1,863
939
50.4
0
0
929

791

85.1

142

15.3

912
17,079

0
14,991

0
87.8

0
12,513

0
73.3

49歳以下の方へ
30歳から49歳、12歳から29歳の方の予約受付開始時期・方法などは９月以降の広報かまいしでお知
らせします。

新型コロナワクチン接種後の副反応について
接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などがみられるこ
とがあります。副反応が生じるのは、免疫反応の表れと考えられ、きちんと免疫ができている証拠とも
いえます。
こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復します。

主な副反応
発現割合

50％以上

接種部位の痛み

10〜50％

接種部位の腫れ

50％以上

10〜50％
1〜10％

症状

発現時期

持続期間

接種翌日

約１日

接種当日

疲労、頭痛

筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱
吐き気、嘔吐

接種当日
接種翌日
接種翌日

約２日

釜石市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長 釜石市長
野 田 武 則

50歳から59歳の方（昭和37年４月２日〜昭和47年４月１日生まれ）の
ワクチンの接種予約を受け付けています
接種会場

集団接種会場（イオンタウン釜石会場）のみです

集団接種の予約方法【予約受付中】
予約方法

①電話予約

相談窓口

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
広報かまいし

釜石保健所管内（釜石市・大槌町）でも感染が拡大していますので、十分な警戒と感染防
止対策の徹底が必要です。
新型コロナウイルス感染症は、全国どこでも、誰もが感染する可能性があり、感染した
方への差別や中傷は絶対にあってはならないことです。
東日本大震災を経験し、私たちが培った他者への思いやりを常に持ちながら、一人一人
ができる感染対策に努め、最大の危機を乗り越えましょう。

約２日

「ｍＲＮＡワクチンで遺伝子が操作される」「ワクチンで不妊になる」「接種でマイクロチップを埋め
込まれ追跡される」など、ＳＮＳなどで広まった噂によって、接種をためらう例が指摘されています。
国や県、市が発信する信頼できる情報に基づいて接種の判断をしましょう。

2021.8.15

１．県境をまたぐ不要不急の旅行・帰省などは、家族や友人などと相談し、できるだけ
控えましょう
２．感染力の強いデルタ株などの変異株を厳重に警戒するため、次のことに努めてくだ
さい
ワクチンの接種を終えた方も含め、マスクを着用し「密閉」「密集」「密接」のいず
れも徹底的に回避しましょう
飲食を伴う会合、大人数・長時間での会食は控えましょう
発熱があるなど、体調が優れない場合には、外出を控えましょう
改めて、基本的な感染防止策である手指消毒、マスクの着用、大声を避けること、十
分な換気などを徹底しましょう

約１日

信頼できる情報を確認しましょう

3

全国的にデルタ株による感染爆発が懸念されるという最大の危機を迎える中で、昨年以
上に特別なお盆期間を迎えています。
現在、岩手県では「岩手警戒宣言」を発令して感染対策に取り組んでいますので、市民の
皆さんにおいても、感染拡大に歯止めをかけるため、改めて次のことを強くお願いします。

約２日

※１回目の接種後より２回目の接種後の方が免疫反応が起こりやすくなるため、発熱や倦怠感、関節痛
などの症状が出やすい傾向にあります
※ワクチン接種の翌日はできるだけ休養をとりましょう

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

お盆期間および夏季休暇の過ごし方について

②LINE
（ライン）
予約

受付時間
☎019‑606‑8055

月〜金曜日（祝日を除く）
９時〜17時
24時間対応

※コールセンターはつながりづらい場合がありますのでラインでの予約をご利用ください
※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が、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
※予約の確認や変更、キャンセルは、予約を行ったLINEアカウントでの手続きを行って
ください
広報かまいし 2021.8.15
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一人一人が避難行動を
実践してみましょう

地震・津波避難訓練週間

期間中、都合の良い日に必ず１回は自主避難訓練をしましょう。
なお、新型コロナウイルス感染予防のため、例年、９月１日（防災の日）に実施している「地震・津波避
難訓練」は中止します。
期間 ９月１日㈬〜７日㈫
訓練対象者 市内に居住または勤務している人
想定内容 日本海溝沿いでマグニチュード9.1の地震
が発生。釜石では震度６弱の揺れを観測。地震発生か
ら３分後に気象庁から大津波警報が発表された
津波到達予想時間を地震発生から15分後と想定
訓練時の津波到達想定時間
内閣府が公表した「日本海溝（三陸・日高沖）モデ
ル」によると、震源は東日本大震災時のすべり分布よ
りも釜石に近く、東日本大震災時よりも津波が早く到
達する可能性があります。
また、平成15年〜16年に県が行った津波浸水想定
では、釜石への津波影響開始時間が、早い所で15分
〜17分と想定されており、迅速な避難行動の目安と
して地震発生後「15分」と設定しました。

お願い

訓練内容
①個人や家族、職場の仲間とともに、その時いる場
所で大きな地震が発生したと想定して「身を守
る」行動をしましょう
②自宅や職場、学校、幼稚園などから、近くの津波
災害緊急避難場所や高台など、危険を回避できる
場所への避難訓練をしましょう
③避難開始までの手順や緊急持ち出し物品などの確
認をしましょう
避難は徒歩避難が原則です
マスク着用などの感染予防対策を徹底し、避難
場所到着後は速やかに解散しましょう
訓練用の緊急地震速報の警報音やサイレン音は
鳴らしません

町内会や企業・団体などの皆さんは、訓練を行った日時、参加人員、訓練内容などを市
防災危機管理課までお知らせください
問い合わせ

市営住宅・復興住宅

市防災危機管理課

☎27‑8441

入居者を募集します

受付期間

８月19日㈭〜９月１日㈬９時〜17時（土・日曜日を除く）

申込方法

入居要件の確認が必要です。まずはお問い合わせください

東日本大震災で被災していなくても、入居要件を満たす場合は全ての
復興住宅に入居できるようになりました。ただし、震災で住宅を失った
世帯などが優先されます。
◆入居指定日 10月１日㈮
※この日に入居しない場合でも、家賃はこの日から発生します
◆その他 申し込み多数の場合は、抽選となります
問い合わせ （一財）
岩手県建築住宅センター沿岸支所
大町１‑４‑７ 大町復興住宅４号棟１階

☎55‑5742

住宅名

募集戸数

野田復興

３DK：１戸

上中島復興１号棟

１LDK：１戸
２LDK：１戸

上中島復興２号棟 ２LDK：１戸
大町復興１号棟

２LDK：１戸

大町復興２号棟

１LDK：１戸

只越復興５号棟

１LDK：１戸

箱崎白浜復興

１LDK：１戸

日向復興

３DK：３戸

大只越市営

２DK：１戸

浄化槽設置費補助金制度をご活用ください

募集継続

浄化槽の普及促進のため、一般住宅や店舗兼用住宅への設置費用の一部を補助します。
補助対象区域 公共下水道事業計画区域と唐丹集落排水処理区域を除いた市内全域。詳しくは市下水道課
で確認できます
補助金額 設置費用の７割に相当する額。補助限度額は次のとおりです
５人槽
61万6,000円

７人槽
77万1,000円

10人槽
102万9,000円

補助の要件・申請方法は、広報かまいし５月15日号か市のホームページで
ご確認ください
申し込み・問い合わせ
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広報かまいし

市下水道課 施設係

☎22‑1061

市のホームページ

県立釡石病院からのお知らせ

お産の休止を予定しています

県立釡石病院ではこれまで、県内４つの周産期医療圏のうち、気仙・釡石周産期医療
圏の地域周産期母子医療センターである大船渡病院の協力病院として、大船渡病院から
の応援医師１名により院内助産を含む正常分娩に対応してきました。
しかし、派遣元である大学の小児科医師の減少により、新生児の入院に対応する医師
の派遣が困難となること、また、24時間体制で分娩関連の呼出しに対応している産科
応援医師の働き方への配慮などから、大変ご不便をおかけしますが、令和３年10月か
ら、当院での分娩を休止することを予定しています。
なお、限られた医療資源の中で、安全安心なお産を守るため、産婦人科の外来診療や
妊産婦健診は継続するとともに、出産時の搬送の安全確保や産後ケアの充実などに努め
ていきますので、ご理解をお願い申し上げます。
妊産婦の方々のご不安なことなどをお聴きして、丁寧にご説明し対応して参りますの
で、当院スタッフに何なりとご相談ください。

岩手県立釡石病院

妊産婦の皆さんへの支援策を検討しています
本年３月、県立釡石病院の分娩の取り扱いが10月から休止されることが発表されま
した。このため、市は、大槌町と連携して県医療局に詳しい説明を求めるとともに、子
どもを安心して産み育てられるまちづくりを進めている中で、分娩の休止を受け入れる
ことはできないことを訴えました。
また、医師の派遣元である岩手医科大学に地域の実情を説明し、医師の派遣を強く要
望しました。これに対して、同大学の小川理事長からは「今回の要望は重く受け止めて
いる。すぐに問題が解決されるということではないが、要望に沿った形で、住民の不安
を取り除けるような体制を組んでいきたいので、当面の間辛抱していただきたい」との
お話しを頂きました。
このことから市は、今回の休止の取り扱いはあくま
でも一時的なものであると受け止めており、再開に向
け、今後も県および関係機関に要望を継続していきま
す。
現在、市は県立釡石病院や大槌町と連携しながら、
釡石市・釡石市議会・大槌町・大槌町議会
妊娠中の人や今後出産を考えている皆さんの不安を少
による岩手医科大学理事長への要望
しでも解消できるよう支援策を検討しています。
７月16日には、子育て中の女性の皆さんに参加い
ただき、今回の分娩休止に対する意見交換会を開催し
ました。参加者からは、陣痛が起きてからの移動への
対応や、医師や助産師による相談体制など、多くのご
意見を頂きました。これらの意見を参考に、できるだ
女性の皆さんとの意見交換会の開催
け早く支援策の取りまとめを進めていきます。
問い合わせ

市健康推進課

地域医療連携推進室

☎22‑0179
広報かまいし 2021.8.15
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第 ３ 回

新市庁舎建設に取り組んでいます

フロントプロジェクト２

新しい市庁舎は、震災から得られた教訓を生かし、防災拠点施設としての機能を重視し、まちづくり

優先トイレ

の拠点として市民が利用しやすい安心・安全な庁舎として、令和５年度の開庁を目指しています。

各階共通事項

・優先トイレを配置します
・プライバシーに配慮した相談室を配置します

ベビールーム
（授乳室）
優先トイレ

3階には、市長・副市長室を配置する他、総務部門の部署を配置します
会議室、庁議室、執務室の仕切りを可動式とし、災害時には関係者が一堂に会しての災害対応が可能
な空間を確保します

優先トイレ

１階には、市民生活部、保健福祉部を配置します
市民が自由に憩い、交流できるスペース（みんなの
ホール）を設置します
ベビールーム（授乳室）を配置します
１階南側には、売店の他関係行政機関が入居します

4階には、議場、正副議長室をはじめとする議会諸室を配置します
傍聴室は、車いすの人や子連れの人が傍聴できるよう、親子傍聴席を設置します

新しい市役所の早期完成を目指し、取り組んでいきます。
道路工事のお知らせ

期
時

間
間

8月23日㈪〜10月29日㈮
8時30分〜16時30分

天神復興
住宅
かまいし
こども園

天候などの状況により、日程が変更となる場合がありますので、通
行する際は、誘導員や看板などの指示に従っていただくようお願いし
ます。

市役所第１庁舎

45

ご協力をお願いします
問い合わせ
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市資産管理課 新市庁舎建設推進室

「天神町」
バス停

パ ス
釜 石 バ イ

新市庁舎建設に伴う交差点整備や水道工事のため、市道只越天神町
線の「片側交互通行」による交通規制を行います。

至両石町

市道只越天神町線

☎27‑8416

２階には、産業振興部、建設部を配置する他、税務、
会計、銀行窓口などを配置します
万が一の浸水に備え、発電機室は車庫棟2階に配置し
ます

優先トイレ

広報かまいし 2021.8.15

6

もっと釜石の仲間に︒
今もこれからも︒

いわて鉄文化関連遺産ネットワーク設立記念講演会
県は、世界遺産「橋野鉄鉱山」を核として、県内の鉄文化関連遺産を周知する事業を始めます。これを記念し、講演
会を開催します。
題目①「橋野鉄鉱山の価値について」

題目②「いわての鉄の歴史〜住田町栗木鉄山を中心に〜」

講師：岩手大学

講師：盛岡大学

内

容

日

時

８月23日㈪14時30分〜15時30分

場

定

員

先着30人（要申し込み）

参 加 料

申込方法

准教授

お

の でら

小野寺

ひで き

英輝さん

所

名誉教授

くま がい

熊谷

つね まさ

常正さん

チームスマイル・釜石PIT
無料

８月20日㈮までに電話またはFAX、メールでお申し込みください（氏名・連絡先を明記してください）

申し込み・問い合わせ

県文化振興課 世界遺産担当
AK0002@pref.iwate.jp

☎：019‑629‑6488

FAX：019‑629‑6484

葵

Aoi Ikeido

1991年東京都出身。2017年ソウルドアウト㈱に
入社。社内プレゼンで、企業の思いを言語化し、
「企業理念」として発信するサービスが採用され
事業を立ち上げる。座右の銘は「本当の努力とは、
自分を信じ続けることである」

問い合わせ

８４２１

そうした部分があまり見えない

市商工観光課

のが以前から疑問でした︒会社

☎

事 を している とモチ ベーショ

広報かまいし 2021.8.15

地域活性化起業人として︑大窪諒さんが昨年の７月に︑池井戸葵
さんが今年の７月に着任しました︒そんなお二人から見る釜石を聞
いて来ました︒

ンも上がって︑格段にはかどり

にもそうした信念や思いが絶対

人 が 本 当に温 かいです よ

地域活性化起業人とは⁝三大都市圏の企業から自治体へ人材を派遣し︑
地域経済の活性化に取り組む制度

ます︒ワーケーションもいいか

地域事業者を回る中で︑熱い思

あるはずだと思って︒釜石でも

︱ お二人から見る釜石の

思いました︒流れている時間が

も︒あと︑子育てにもいいなと

いを持っている人が多くいるな

魅力を教えてください

となると︑ガードが堅かったり

ね︒普通はよその企業から来た

家族で生活するのもいいなと思

ゆったりとしている気がして︑

大窪

温かく受け入れてくれて︒一つ

すると思うんですけど︑皆さん

言語化して︑広く知らしめてい

くお手伝いが出来たらと思って

います︒

︱ 任期満了まで釜石でどん

池井戸さんのところには︑

います︒

大窪

人たちで︑既に行列ができてい

うちの理念も作ってくれという

ますよ︒

︱ 最後に市民へメッセージを

残り半年ほどですが︑もっ

と釜石の仲間になれたらと思っ

大窪

と思いました︒そうした思いを

の悩みにも︑人がつながって解

決に向かっていくという地域性

にも驚きました︒

なことをしたいですか？

大窪 やはり商品開発ですね︒そ

池井戸 すごい分かります︒いろ

す︒ただ明るいだけでなく︑人

こが一番貢献できるところだと

1

んな場面で人の温かさを感じま

の痛みが分かる人や愛情深い人

間事業者などと連携して︑釜石

思うので︒釜石に来てから 年

をやろうとするときにも﹁地域

が多い気がします︒あと︑何か

ビー﹂などの魅力が伝わる商品

て い ま す ︒こ れ ま で 関 わ り が

から連想される﹁鉄・海・ラグ

あった人はもちろん︑今まで関

を良くしたい﹂というのがある

の開発や支援をしてきました︒

わりがなかった人にもお声がけ

のが凄いですよね︒

続け︑釜石の魅力を﹁食﹂を通

最 後までそうした取り組みを

う ん う ん ︒釜 石 の 人 が 釜

石を誇りに思っているというの

いただき︑一緒に面白いことが

大窪

は︑よそ者から見てもいいなと

じて表現していきたいです︒

思います︒あとは自然ですね︒

地域事 業者の熱い思い

できたらと思います︒

広報かまいし

池井 戸

2021.8.15

☎27‑6177

の人に届けるお手伝いをしてい
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しごと・くらしサポートセンター

声がけください︒

申し込み・問い合わせ

きたいと思いますので︑ぜひお

【市民向けセミナー】
【事業者向けセミナー】
■すてっぷあっぷサロン
■女性活躍セミナー2021
①自分らしい「子育て×仕事」のつくり方を考えよう
第１回「女性も男性も活躍する会社の経営とは」
日時 ８月17日㈫ 10時30分〜12時
日時 ８月17日㈫
定員 ８人（要予約）
13時30分〜15時30分
②押し花額作りをしよう！＆しごと・くらしのおしゃべり会
定員 20人
日時 ８月31日㈫ 10時30分〜12時
定員 ５人（要予約）
■これからのライフプランについて考えるシゴト×ミライ講座
シゴト編 〜キャリアの棚卸実践ワーク〜
○詳細や最新情報は、ホームページを
日時 ８月28日㈯ 14時〜16時
ご覧ください
定員 10人
※９月にミライ編を実施予定です
センターのホームページ

釜石の企業の熱い思い

8月のセミナー（無料） しごと・くらしサポートセンター（イオンタウン釜石２階）

を聞き取って︑企業理念として

市子ども課 次世代育成係
☎22‑5121

池井 戸

問い合わせ

かけはありましたか？

☎27‑8413

人間は信 念や思いが行

市総合政策課 男女共同参画室

申込期限 ９月３日㈮

動から見えてくるのに︑会社は

問い合わせ

対

池井 戸

名前、所属、連絡先（電話、メールアドレス）を記載の上、
９月６日㈪までに岩手大学男女共同参画推進室へメール
申込方法
（equality@iwate-u.ac.jp）または、ファックス（019‑
621‑6999）でお申し込みください。

海無し県出身なので︑海と山と

参 加 料 無料

来 年 ４月 に子 ど も の 幼 稚
園・保育園などへの入園を
象
希望する保護 者など、どな
たでも

池井戸

Ryo Okubo

川がすぐ身近にあって︑四季の

イオンタウン釜石２階
しごと・くらしサポートセンター セミナールーム

す︒そうした思いをもっと多く

場

しごと・くらしサポートセ
所 ンター（イオンタウン釜石
２階）

を聞いて︑心を打たれる毎日で

会

場

掲げられるようにしたいです︒

時 ９月13日㈪13時30分〜16時

時 ９月11日㈯10時〜11時15分

市 企業理念に焦点を当てるきっ

日

日

魅力があるのが新鮮で︒この前

各施設の特徴や入園手続き、入園
までの準備や幼児教育無償化などに
ついて説明します。また、現場の先生
が園生活の様子をお話しします。

も海に行って︑こんなに焼けた

市は、地域社会の女性が潜在能力を開発し、その力を発揮す
ることを目指し「女性のキャリア形成支援リカレントプログラム
2021」を岩手大学と共催します。
今回は、一般公開セミナーとして市内事業所で働く女性の事
例を紹介します。女性活躍推進や女性のキャリアアップに興味
がある人はぜひご参加ください。

諒

んですけど︵笑︶

こども園・幼稚園・
保育園のあれこれ

自 然 も す ごくいいで す

女性のキャリア形成支援リカレント
プログラム2021

大窪

1990年栃木県出身。2015年江崎グリコ㈱に
入社。マーケティングや商品開発に従事。昨年
７月に来釜後、地域事業者と連携し、数々の
商品を手掛ける他、食育にも力を入れる。座
右の銘は「気楽に行こう」

よね︒海が見えるところで︑仕

知っておきたい

池井 戸

受講者募集
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釜石

生涯学習情報誌

令和３年８月15日号

97

学びと実践が循環する生涯学習社会をめざして
デザイン：石ノ森章太郎
生涯学習のマスコット“マナビィ”

令和４年
日時
会場
対象

No.

発行：市まちづくり課 生涯学習係

☎27‑8454

釜石市成人のつどい

三陸ジオパーク シンポジウム&フェスタ
釜石市民ホールTETTOで開催
シンポジウム 場所：ホールA
フェスタ
８月
29日㈰

午前の部

10時
開場
10時30分
開演
10時55分〜11時45分 基調講演

13時〜13時45分
先進事例講演
13時55分〜14時55分 パネル
ディスカッション
終演
15時

面白くて、おいしい

令和３年

「キッチン火山実験」

釜石市成人のつどい

秋田大学大学院教育学研究科教授

式典にご協力いただける新成人を募集します

林 信太郎 さん

©渋谷文廣

◆司会者（１人）…式典を進行していただきます。原稿は、市の担当者と一緒に検討します
◆抱負発表者（１人）…新成人を代表して、保護者や恩師への感謝の気持ちや、これからの抱負を発表していただ
きます（応募多数の場合は、発表内容などを基に選考します）
応募方法 メールまたはFAXで、住所・氏名・生年月日・電話番号・メールアドレス・勤務先または学校名・担当
したい役割をお知らせください
syougai@city.kamaishi.iwate.jp FAX 22‑9505
一生の思い出となる成人のつどいを
応募期限 10月29日㈮
一緒に作り上げましょう！
※司会者と抱負発表者は式典前日の令和４年１月８日㈯
に行うリハーサルへの参加をお願いします

日本初の恐竜化石発見の地「三陸」で

ダイナソー小林が
恐竜の魅力に迫る！

国内外のユネスコ世界ジオパークから
見えてくる

三陸ジオパークの未来

北海道大学総合博物館教授
よしつぐ

にい な

小林 快次 さん

あ つ こ

新名 阿津子 さん

※シンポジウムへの参加は申し込みが必要です
問い合わせ

㈱IBC岩手放送 企画推進部三陸ジオパークシンポジウム参加申込窓口☎019‑623‑3107

かまいしの生涯学習

参加者募集
危機対応学オンライン（zoom）トークイベント

新成人へのはなむけの言葉を募集します

保護者や恩師など、市民の皆さんから、はなむけの言葉を募集します。
メッセージは会場に掲示する他、一部を式典で紹介します。
◆応募方法 住所・氏名・電話番号を明記し、持参または郵送してくだ
さい
〒026‑8686 只越町3‑9‑13 釜石市市民生活部 まちづくり課宛て
◆応募内容 400字以内、形式自由
◆応募期限 11月30日㈫

ちょこっと
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No.

健康は早寝・早起き・朝ごはんから！
８月は子どもたちにとって楽しい夏休みの時期です。同時に長期の休みは日常生活のリズムが乱れてしまう時期
でもあります。夜更かしによる睡眠不足や、朝ごはん抜きによる生活リズムの乱れが、心身の健康低下にもつなが
り、夏休みが明けても規則的な生活リズムを作ることが難しくなります。
子どもの生活リズム向上を目指して市が作成した「RHYTHM (リズム)プラン」でテーマに掲げるように、早
寝、早起き、朝ごはんは、子どもの成長期に重要な意味を持っています。
早起きにより太陽の光を浴び、朝ごはんを食
RHYTHM（リズム）プラン
べ、昼間の活発な活動により「からだ」
「あたま」
市は、平成21年から子どもの生活リズム向上を目指して、
「こころ」の働きを促し、夜更かしをせずに寝
次の６つのテーマに取り組んでいます。
るというリズムを毎日続けることが、子ども
R＝ライス（朝ごはん） H＝早寝
たちの健康な成長につながります。
Y＝読む（読書活動） T＝手伝い H＝早起き
休み明けも楽しい毎日を過ごせる
M＝メディア（スマートフォン・テレビ・ゲームなど）
ように、生活リズムを整えましょう。

地域課題の解決に取り組む団体を応援する仕組みづくり②

今回のトークイベントは、釜石ふるさと寄附金（地域社会の課題解決に取り組む団体指定寄附）の指定団体をゲストに
迎え、各団体の取り組みを紹介します。その後、意見交換を行いながら、地域の団体が事業を進めていくうえで重要と
なる視点や団体を応援する仕組みづくりについてさらなる深掘りを行います。無料で誰でも参加できるイベントです。
日

時

９月４日㈯15時〜16時30分
[ゲスト]

出 演 者 （一社）
United Green

代表

山田

すなどり舎

代表

齋藤

参加方法

2021.8.15

広報かまいし

しゅうせい

[モデレーター]

周生さん

東京大学社会科学研究所

孝信さん

〃

たか のぶ

教

授

げん た

ゆう じ

中村

寛樹さん

玄田 有史さん

准教授

ひろ き

オンライン参加 ※インターネット環境が必要です
当日までに次の二次元コードから事前登録をお願いします。登録後、イベント参加に関する
確認メールが届きます。

申し込み・問い合わせ 市総合政策課 企画調整係 TEL 27-8413

sougou@city.kamaishi.iwate.jp

釜石ふるさと寄附金の指定団体を募集します

市は、ふるさと納税の仕組みを活用して、地域課題の解決やSDGsの推進に取り組む団体の資金調達を支援して
います。今回、新たに指定寄附団体を募集します。
申請期限

９月６日㈪

指定寄附団体はどのくらいあるの？

指定寄附団体になるためには？

現在、６つの団体が指定され、産業
の担い手の創出や地域振興イベント
の開催など、地域課題の解決に取り
組んでいます

団体要件や活動要件などを満たし、審査会の
認可を受ける必要があります。詳しくは、市の
ホームページをご覧いただくかお問い合わせく
ださい

申し込み・問い合わせ
11

申込方法
特設サイトからお申し
込みください

東北公益文科大学准教授

◆式典の実行委員を引き続き募集しています。詳しくは広報かまいし６月15日号をご確認ください。
活動内容 式典内容の企画、記念品選定、パンフレットの編集など
広報かまいし6月15日号

11月１日時点で釜石市に住民
登録をしている対象者に、12月
上旬に案内状を送付します。
市外在住で、式典への出席を希
望する人は、市まちづくり課に電
話でお申し込みください。
☎0193‑27‑8454

体験ブース、
三陸エリアの
キッチンカー
が集結

10時30分〜14時30分
ジオトークショー

令和４年１月９日㈰14時
釜石市民ホールTETTO（大町１‑１‑９）
平成13年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人

案内状を送付します

場所：ホールB・共通ロビーなど

午後の部

市総合政策課 オープンシティ推進室

市のホームページ

☎27‑8463
広報かまいし 2021.8.15
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市

Public Relations Lounge

民

の

ひ

ろ

ば

市

民

の

ひ

問い合わせ
市子ども課
☎22‑5121

すこやか

アイド ル

ろ

ば

すこやか

釜石の
公園・遊び場に
行ってみよう！

Public Relations Lounge

アイド ル

市内には、90カ所を超える公園や遊び場があります。天気の良い日は、公園や遊び場で体を動かしてみま
せんか？

鵜住居アスレチック公園のご紹介
きく ち じゅん た

さ さ き れ な

菊池純汰くん（２歳）

佐々木玲菜ちゃん（２歳）
ねぇねとにぃにと
仲良くね〜♪

元気に大きくなってね！

おか ざわ

岡澤

いつき

そ

「鵜住居アスレチック公園」は、本年４月にオープン
した公園の一つで、釜石鵜住居復興スタジアムや釜石
市民体育館の近くにあり、遊具が充実している広々と
した公園です。
ベンチやあずまやも多く、ゆっくり休憩もできま
す。駐車場も広いので、車でお越しの人も安心して利
用できます。

う

樹くん（２歳）奏羽ちゃん（6カ月）

兄妹仲良く元気に育ってね！

あ

べ

し

ほ

阿部志歩ちゃん（２歳）
元気にすくすく育ってね。

※「すこやかアイドル」では、お子さんの笑顔とご家族のメッ
セージを紹介します。
１〜５歳くらいのお子さんの写真を広報に掲載しませんか？
市広聴広報課（☎27‑8419）までぜひご連絡ください

晴山輝空くん（２歳）
やんちゃもほどほどにね♪

心の復興事業

art at TETTO Vol.2

ウォーキングラリー&
レクリエーション体験会

フォトグラファー Hana Ozawa

草野大輔さん

ウォーキングやレクリエー
ションを 通して、健 康づくり
やコミュニティの形成を図る
イベントです。応援ゲストとし
て元東北楽天ゴールデンイー
グルスの草野大輔さんも参加
します。クイズや指令に答え
て、スタンプを３つ集めると
抽選会に参加できます。スタ
ンプを集めて、賞品を獲得し
ましょう。

９月26日㈰９時〜13時（受付開始８時30分）
開会式 ９時〜
ウォーキングラリー ９時30分〜（約３〜５キロメー
トル）
レクリエーション体験会 10時〜13時
場所 市民体育館、周辺ウォーキングコース
定員 300人(年齢不問)
申込方法 申込書を市民体育館に備え付ける
他、特設サイトからも申し込みできます
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広報かまいし

☎03‑5816‑2175

ト イ レ ： 有（赤ちゃんのおむつ替えもできます）
水飲み場 ： 有
駐 車 場 ： 有（45台）

「Remenber」

釜石市と大槌町在住の作家を全４回にわ
たって紹介するシリーズ「art at TETTO」。
第２回は、市内在住の小澤はなさんの写真を
展示します。

公園・遊び場

市内の主な公園・遊び場は、市ホームページで紹介していますので、ご覧ください（随時更新中です）

外遊びが規則正しい生活につながります
外遊びが多い子どもは、早起きで朝ごはんをしっかり食べている傾向があるという調査結果があります。
たくさん体を動かして、しっかり休息・栄養を摂ることが規則正しい生活につながります。家族での散歩や、
近所に歩いて買い物に行くなど、日常生活での軽い運動も効果的です。

1日
元気に

②

日時

問い合わせ
東北復興支援運動体実行委員会

鵜住居アスレチック公園（鵜住居町４‑1601）
遊
具 ： ターザンロープなどのアスレチック遊具、
すべり台（３台）など

はれ やま こう あ

開催期間

8月13日㈮〜22日㈰

時間

9時〜21時

場所

釜石市民ホールTETTO ギャラリー

入場料

無料

問い合わせ
釜石市民ホールTETTO ☎22‑2266

朝ごはんレシピ

短時間でできる朝食の１品！

具だくさん夏野菜の
おみそ汁

材料〔４人分〕

作り方

小なす……………… ２本

①なす、オクラはへたを取り、食べやすい
大きさに切ります。かぼちゃは種を取
り、一口大にします。みょうがは小口切
りにします
②かぼちゃ、なす、オクラの順にだし汁で
煮ます
③野菜が煮えたら、みそを溶き、味を調
え、最後にみょうがを添えます

かぼちゃ ………… 1/8個

オクラ ……………… ５本

みょうが …………… １個

だし汁 …………… 600ml

みそ………… 36g（大２）
具だくさんにすると水分 量 が
少なくなり、減塩にもつながり
ます

◎鍋やピッチャー（水差し）に水と昆布や
煮干しを入れて前日に一晩漬けておく
と、短時間の加熱でも、しっかりうま味
が出て、おいしいだしができます

広報かまいし 2021.8.15
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令和３年７月大雨災害義援金
にご協力をお願いします
寄せられた義援金は日本赤十字
社を通じ、全額が被災者に届けら
れます。
期間 10月27日㈬まで ※土・
日曜日、祝日を除く
場所 市市民課、市地域福祉課、
各地区生活応援センター
問い合わせ 市地域福祉課（☎22‑
0177）

介護のしごと再就職支援
〜介護技術講座〜
介護の仕事への再就職を考えて
いる人などを対象とした、最新の
介護技術を学ぶための講習会で
す。資格や経験のない人も受講で
きます。
日時 ８月24日㈫13時30分〜15
時30分（受付13時〜）
場所 中妻地区生活応援センター
対象 介護の仕事の経験がある
人、関心がある人、就労を希望し
ている人など
申込方法 電話、FAX、メール
申し込み・問い合わせ 岩手県社
会福祉協議会 福祉人材センター
沿岸南部（担当：山口☎080‑
1651‑6204、FAX31‑1400、
c-yamaguchi-shakyo@mopera.
net）
※新型コロナウイルス感染症防止
対策を講じた上で実施しますが、
状況により延期または中止となる
場合があります

かまいし夏まつり
「おかえりSL銀河イベント」
日時 ８月21日㈯10時〜16時
場所 釜石駅前広場
内 容 わんこ海 宝 漬のお 振る舞
い、弁当や焼きそば、お好み焼、
生ケーキ、かき氷などの販売、各
種ステージイベント
釜石観光ガイド会による「街な
かガイド」を実施します（１時間
／300円）
※詳細は、釜石観光物産協会の
ホームペー
ジをご覧く
ださい

※SLは、９月まで毎週土・日曜
日に運行する予定です
問い合わせ （一社）釜石観光物産
協会（☎27‑8172）
15

2021.8.15

広報かまいし

ま

ちのお知らせ
Inf ormation

令和３年社会生活基本調査を
実施します

第39回「けいりょう」
強調月間標語募集

総務省統計局（岩手県）は、
10月20日現在で社会生活基本調
査を実施します。国民の生活時間
の使い方を調査し、各種施策の基
礎資料とします。９月から調査員
証を携行した調査員が対象世帯へ
伺いますので、ご理解とご協力を
お願いします。
問い合わせ 県調査統計課（☎
019‑629‑5305）

11月１日の「計量記念日」な
らびに11月の計量強調月間にあ
わせ計量の大切さを広く認識・理
解していただくため、普及啓発用
の標語を県民の皆さんから募集し
ます。
応募資格 岩手県在住の人
応募期限 ９月10日㈮
問い合わせ （一社）計量計測技術
センター（☎019‑639‑0909）

いわてレッドデータブック
改訂のための調査
県は、県内の希少な野生生物の
保護対策の基礎資料となる「いわ
てレッドデータブック」の改訂を
行うため、令和５年度まで調査員
が県内各地で生息調査を実施しま
す。調査員は「岩手県学術調査
員」と書かれた腕章を付けていま
すので、土地への立ち入りなどに
ご協力いただきますようお願いし
ます。
問い合わせ 県環境生活部 自然
保護課（☎019‑629‑5371）

【募集】市内体育施設の
指定管理者
対象施設 市民体育館、市営プー
ル、市民 交流センター、市球 技場
（市民弓道場、桜木町多目的広場
含む）、平田公園野球場（クラブハ
ウス、多目的グラウンド含む）、昭和
園クラブハウス（中妻体育館含む）
指定期間 令和４年４月１日〜令
和７年３月31日（３カ年）
募集期間 ９月１日㈬〜30日㈭
※施設概要や提出書類などの詳し
い情報は市のホームページをご覧
になるか、お問い合わせくださ
い。なお、複数施設の申し込みも
可能です
問い合わせ 市スポーツ推進課
（☎27‑5712）

【募集】「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」参加者
実施時期 ８月19日㈭〜（実施
地域によって異なります）
実施地域 マリアナ諸島、東部
ニューギニア、トラック・パラオ
諸島、フィリピン、ソロモン諸
島、ミャンマー、台湾・バシー海
峡、中国など
対象 戦没者の遺児
参加費 10万円
申し込み （一財）岩手県遺族連合
会（☎019‑651‑8411）
問い合わせ （一財）日本遺族会事
務局（☎03‑3261‑5521）

令和３年度地域環境保全功労者表彰
受賞報告会

話題

まち の

７月８日［市長室］

「かまいし環境ネットワーク」の代表などを務める加藤直子さん
が、長年の環境保全や啓発活動により環境大臣表彰を受け、報告
会が行われました。野田市長は「25年間も活動を続けるのは並大
抵ではないこと」と日頃の活動への感謝の思いを伝えました。加藤
さんは「最近、SDGｓの概念が出てきたが、なかなか浸透してい
ない。今後は中高生の皆さんにも知ってもらえるような活動をした
い。また、子どもたちに生き物の魅力を伝え、環境問題を身近に感
じてほしい」と環境意識のさらなる高まりに期待を込めました。

平成18年から、当時、絶滅危惧種だったミズアオイの保存活動
にも力を注いでいます

りくちゅうのくに か ま い し こ う の

ず

海図「陸中國釜石港之図」パネル寄贈
７月12日［市長室］

本年が日本の水路業務（海洋調査や海図の作成）
が始まって150年目にあたることを記念し贈られ
ました

陸中國釜石港之図は、明治５年に海軍部水路局（当時）が発行した、日本
が単独の技術で作成した初めての海図です。この複製パネルが第二管区海上
保安本部から市内14の小中学校へ寄贈されました。
パネルを手渡した釜石海上保安部長の松吉慎一郎さんは「日本の近代化に
あたり、釜石港が重要な場所だった証。地域の誇りを、特に小中学生の皆さ
んに知ってほしい」と話しました。
しゅう ま
生徒を代表してパネルを受け取った山陰宗真さん（双葉小６年）は「釜石
の海を誇りに思います。この機会に、海に関心を持っていきたいです」と目を
輝かせました。

民生委員・児童委員委嘱状伝達式

７月20日［市長室］

新たに就任した民生委員・児童委員に委嘱状が伝達されました。就任し
たのは原田祐吉さん（上平田ニュータウンの一部）、武石勝雄さん（野田町
２丁目の一部）、小笠原幸雄さん（横内）、中平スキ子さん（沢）、藤原政
子さん（早栃）の５人です。伝達式には原田さんと武石さんの２人が参加
し、委嘱状を受け取った原田さんは「人に求められるというのはありがたい
こと。活動の内容はまだ分からないこともあるが、地域のお役に立てれば」
と決意を話しました。

民生委員・児童委員は市などの関係機関と連携し、
住民からの生活相談などを受けます

宇宙はまゆりの種の受領式

７月26日［市長室］

【募集】
会計年度任用職員
職種 事務補助員（子ども課）
募集人数 １人
任用期間 採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
問い合わせ 市総務課（☎27‑
8411）

※新型コロナウイルスの感染状況により、今後予定しているイベントや
行事などが中止または変更になる場合があります。実施の有無につき
ましては、主催者にお問い合わせいただくか、ホームページなどでご
確認ください

受領したはまゆりの種は、市内の小学校などで育
てられる予定です

釜石小の児童らが、東北復興宇宙ミッション実行委員会（委員長：山崎直
子）事務局長の長谷川洋一さんより、宇宙から持ち帰ったはまゆりの種を受
け取りました。このはまゆりの種は、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の協力
を得て、６月４日に米国のケネディ宇宙センターから国際宇宙ステーション
（ISS）に送られ、37日間の滞在を経て帰還したものです。釜石小６年の小澤
和史くんは「宇宙に行った特別な種。きれいに咲いてほしい」と期待を込め
ました。

令和３年「海の日」海事功労者・優良漁船等表彰式

７月27日［市民ホールTETTO］

海運や港湾、水産などの分野に貢献した54の個人・団体が表彰を受けま
した。国土交通省東北地方整備局関係表彰、第二管区海上保安本部関係表
彰、釜石市「海の日」実行委員会表彰、釜石市漁業協同組合連合会会長表
彰、釜石市長表彰の５部門で表彰状が贈られました。表彰を受けた人を代
表して、国土交通大臣表彰を受けた㈱及川工務店工事長の藤本利一さんは
「私たちの日々の活動を評価していただき光栄。地域社会の向上と発展の
ためにそれぞれの分野で精進していきたい」と謝辞を述べました。
「海の日」
は世界的にも珍しい、海の恩恵に感謝する
祝日です

広報かまいし 2021.8.15
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各種相談
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）

日時 ８月25日㈬、９月８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 ９月２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 ９月３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 ９月15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 予約先着３人
申し込み 市消費生活センター（☎
22‑2701）
※前日までに予約がない場合は中止
します

多重債務弁護士無料相談（要予約）

日時 ９月21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）

地域社会の変化をいち早くキャッチし、地域課題の解決に取り組む力
を育むキャリアアッププログラムです。
対象 生涯学習活動や地域福祉に関わっている人、生涯学
習や保健福祉関連の行政職員など
定員 各講義15人 ※無料
カリキュラム（一部のみの受講も可能です）
釜石会場【岩手大学釜石キャンパス】※オンライン開催
生涯学習基礎コース
10月 6日㈬ 8時50分〜16時10分
岩手大学（盛岡市上田4‑3‑5）
生涯学習基礎コース
10月 6日㈬ 8時50分〜16時10分
地域課題コース
10月13日㈬ 8時50分〜16時10分
特別講習（コミュニティ・スクールについて） 10月13日㈬ 16時20分〜17時50分
地元学コース
10月20日㈬ 8時50分〜16時10分
フィールドワークコース
10月28日㈭ 13時〜17時30分

申込期限

日時 ８月29日㈰９時〜15時
場所 市役所税務課
問い合わせ 市税務課（☎27‑8417）
【市県民税２期】
今月の
【国民健康保険税２期】
納 税
納期限＝８月 31 日㈫

釜石市の人口と世帯（７月）

曜日
日

19

23

木・祝

26

日

休日

曜日

当番医・当番薬局
釜石ベイ眼科クリニック
しおかぜ調剤薬局
釜石整形外科クリニック
おおぞら薬局
釜石しょうけいクリニック
アクト調剤薬局
小泉医院
ハロー薬局
道又内科小児科医院
ひょっこり薬局
堀耳鼻咽喉科眼科医院
パルム薬局

所在地

電話番号

港町

☎27‑7311

天神町

☎55‑4343

大渡町
甲子町
中妻町
大槌町
只越町

☎31‑1881
☎31‑2030
☎27‑8571
☎27‑7001
☎23‑5157
☎23‑8455
☎42‑2500
☎27‑5220
☎22‑1005
☎22‑3353

当番歯科医※診療時間９時〜12時

所在地

電話番号

日

山崎歯科クリニック

中妻町

☎23‑1111

12

日

工藤歯科クリニック

大町

☎22‑6480

58人）

19

日

おおつちじょうない歯科医院

大槌町

☎42‑8418

16,041世帯（−19世帯）

26

日

おいかわ歯科医院

港町

☎22‑5800

女

16,618人（−

50人）

５

31,680人（−

帯

日
月・祝

8人）

世

日

20

15,062人（−
計

※（

17

12
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本年３月に廃刊した「復興釜石新聞」ですが、インターネットサイト
「かまいし情報ポータルサイト〜縁とらんす」内で、WEB版釜石新聞
『釜石新聞NewS』として一部業務を引き継いでいます。月〜土曜日に
市内のニュース記事を１日１本掲載しています。パソコン、スマート
フォン、タブレットなどから、どなたでもご覧いただけますので、ぜひ
ご覧ください。
＜プレスリリース／取材に関する情報提供など＞
①電話（担当直通）☎090‑5233‑1373
②FAX 27‑8331
③インターネットからの問い合わせ
https://en-trance.jp/contact
④市役所内のリリースBOX「釜石新聞NewS」への投函
問い合わせ 釜石まちづくり㈱「釜石新聞NewS」係 ☎090‑5233-1373

国民年金保険料のお支払いは口座振替・クレジットカード納付で
国民年金保険料の納付は、割引のある前納による納付が大変お得で
す。特に、口座振替による前納は、納付書での現金納付よりも割引額が
大きくさらにお得です。クレジットカードによる前納の場合、割引額は
現金納付と同じですが、ポイントが加算されるカードであれば、最もお
得になる場合もあります。
また、新型コロナウイルス感染症対策としても、安全な納付方法（非
対面式でタッチレス）として、口座振替・クレジットカード納付を推奨
しています。
新たに、口座振替・クレジットカードによる本年度下期（10月分〜令
和４年３月分）の前納を希望する場合は、申請期限が８月31日㈫ですの
で、お早めに手続きをお願いします。
問い合わせ

日本年金機構

宮古年金事務所

移動図書館「しおかぜ」

９月巡回日程

休日当番医・薬局・歯科医（９月）

男
合

☎019‑621‑6492

この週間は、地震、火災、がけ崩れなど各種災害による人命および建
築物の被害を防止し、安心して生活ができる空間を確保するため、県民
に対し建築物に関する防災知識の普及に努めるとともに、防災・維持保
全関係法令の周知徹底を図ることにより、建築物の防災対策を推進する
ことを目的としています。
この週間中、次の場所において防災相談所を設置し、建築に関する地
震対策の他、火災やがけ、ブロック塀の安全確保など、建築物の防災に
関する住民の皆さんのご相談にお答えいたしますので、ぜひご利用くだ
さい。
防災相談所の設置場所・問い合わせ 県沿岸広域振興局 土木部 ☎25‑
2708
※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

夜間納税相談

休日納税相談

岩手大学地域社会教育推進室

建築物防災週間［８月30日㈪〜９月５日㈰］

休日

『釜 石 新 聞 N e w S 』のご案内

9月3日㈮

申し込み・問い合わせ

５
期日 ８月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）

いわて生涯学習士育成講座

受講者募集

※交通事情により多少のずれが生じることがあります

１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
２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

☎0193‑62‑1963

17日㈮
10:00〜 10:30

鵜住居町 日向アパート前 10:40〜 11:10

仙人の里

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

14:00〜 14:30
10日㈮
10:30〜 11:00

唐丹公民館前
11日㈯

24日㈮

青葉ビル

9:00〜 9:30

大畑団地集会所前

市役所車庫前駐車場

9:50〜 10:20

甲子林業センター駐車場 10:30〜 11:00

大只越市営住宅付近

10:30〜 10:50

甲子地区生活応援センター 11:15〜 11:45

14:30〜 15:00

9:50〜 10:15

釜石情報交流センター駐車場 11:00〜 11:30

28日㈫

県営上平田アパート４号棟前 13:00〜 13:30

栗橋地区生活応援センター 10:00〜 10:30

上平田 教職員アパート付近 13:45〜 14:15

上栗林地区集会所前

10:45〜 11:15

釜石地区合同庁舎

12:00〜 12:30

14日㈫
9:20〜 9:50

中妻地区生活応援センター 13:40〜 14:10

只越復興住宅１号棟前

10:00〜 10:30

29日㈬

釜石小学校

13:00〜 13:30
16日㈭

松原公園付近

問い合わせ
市商工観光課 ☎27‑8421
（一社）
釜石観光物産協会
☎27‑8172

鵜住居小学校

14:00〜 14:30

12:00〜 12:30

※その 他の詳 細
は、お問い合わせ
いただくか、市の
ホームペー ジ を
ご覧ください

11:00〜 11:30

７日㈫

県水産技術センター

12月31日㈮

洞関地区コミュニティ消防センター前 11:40〜 12:10

13:15〜 13:45

9:40〜 10:10

利用期限

洞泉市営住宅前

澤口製パン前

10:30〜 11:00

市内在住または市内事業所に
お勤めの人

9:30〜 10:00

かまいしこども園

平田こども園

販売対象

鵜住居幼稚園

10:35〜 11:05

平田地区生活応援センター

１人２冊（代理購入可）

10:20〜 10:50

11:30〜 12:00

9:00〜 9:30

購入上限

９日㈭

五葉寮

平田災害公営住宅前

かまいしエール券の販売を８
月31日㈫でいったん終了しま
す。まだ購入していない人は、
お早めにお求めください。
かまいしエール券は、市内取
扱店舗で利用できる7,000円分
のプレミアム券を5,000円で販
売するものです。

唄貝 チビッコ広場前

鵜住居保育園

鵜住居公民館前

かまいしエール券の
販売をいったん終了します

双葉学童育成クラブ

あいぜんの里
15:00〜 15:30

９月の休館日 6日、13日、20日
21日、23日、27日、30日
問い合わせ

平田駅前

図書館（☎25‑2233）

9:30〜 9:50
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 釜石キャンパス 13:00〜 13:30
そんぽの家 GH釜石平田 14:00〜 14:20
鈴子町 ステーションホテル駐車場 14:30〜 15:00

）は前月比

広報かまいし

広報かまいし 2021.8.15
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保健だより

乳幼児健康診査
健診(予防接種)内容

日

個別健診

１カ月児健診

時

場

所

対

３〜４カ月児健診

１歳６カ月児健診

子宮頸がん検診を
受けましょう

個別通知
なし

令和２年12月生
令和２年２月生

集団健診

医療機関は対象者に個別に
通知します

９月中

３歳児健診

者

令和３年６月生

県内小児科

９月中〜10月中

９〜10カ月児健診

象

令和3年８月生

９月中

６カ月児健診・BCG接種

９月29日㈬ 受付13:00〜13:15

２歳児いい歯健診

９月 9日㈭ 受付 8:45〜 9:30

４歳６カ月児発達検査

９月16日㈭ 受付 9:00〜 9:30

あり

平成30年２月生
平成31年２月生

９月から子宮頸がん検診が始まります。託児スペースのある会場での検診も行いますので、忘れずに
受検しましょう。受検票は、８月中旬に発送予定です。
●対象 20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年度に子宮頸が
ん検診を受けた人は対象外
●検診料 2,000円 ※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
●検診内容 問診、医師による診察、細胞診
●追加申し込みを受け付けます
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。

あり

平成29年２月生

母子健康手帳の交付・各種教室・集団予防接種
内

容

日

時

場

毎週金曜日①13:15〜②14:00〜
③14:45〜

母子健康手帳の交付
パパママ準備教室

10月２日㈯
9:30〜12:00（受付9:20〜

ベビーマッサージ
（※2）

10月２日㈯
10:00〜11:30（受付9:50〜10:00）

もぐもぐごっくん教室
【初期】（※２）

９月 8日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）

かみかみごっくん教室
【中・後期】（※２）

９月15日㈬
10:15〜11:30（受付10:00〜10:15）

（※1）

持ち物

※1母子健康手帳、母子健康手帳副読本、バスタオル

市開設相談

日
栄養相談

９月16日㈭

9:30）

所

対

市健康推進課

象

者

申込期限

妊娠届出書を取得した妊婦

妊娠6〜7カ月の妊婦
市保健福祉センター および配偶者
９階
おおむね4〜12カ月児
青葉ビル
研修室1・2

前日まで
に要予約
９月29日㈬

おおむね5〜6カ月児

９月６日㈪

おおむね7〜12カ月児

９月13日㈪

※2母子健康手帳、バスタオル

時

場

①14:00〜14:50
②15:00〜15:50
③16:00〜16:50

所

対

象

者

申込期限

市保健福祉センター 市内に住所がある20歳以
９月13日㈪
８階
上の人

問い合わせ…市健康推進課（市保健福祉センター2階）☎22‑0179

釜石保健所開設相談
内

容

実施日

精神保健相談（こころの相談）

実施時間

９月27日㈪

13:30〜16:00

※予約制

エイズ相談・検査
性感染症検査（性器クラミジア検査・梅毒検査）
肝炎ウイルス検査（B・C型）

９月16日㈭

HTLV−1相談（ヒトT細胞白血病ウイルス-1型相談）・抗体検
査
骨髄バンク登録

※新型コロナウイルス感染症の状況により、日程を変更する場合があります

※予約制

14:30〜15:00

※予約制

問い合わせ…釜石保健所保健課

申込期間
●検診日程

☎22−0179

かまいし健康
チャレンジポイント
対象事業

８月23日㈪〜９月17日㈮８時30分〜17時15分（土・日曜日を除く）

受付時間

９時30分〜11時、13時〜14時

健診日

場所

９月 1日㈬

栗橋地区基幹集落センター

託児サービスの有無／予約期限

駐車場

―

少ない

※午後のみ

９月 2日㈭

釜石・大槌地域産業育成センター

◎

８/26㈭

あり

９月 3日㈮

釜石市民ホール TETTO

◎

８/27㈮

なし

９月15日㈬

中妻地区生活応援センター

―

あり

９月16日㈭

洞関地区コミュニティ消防センター

９月17日㈮

中妻地区生活応援センター

９月21日㈫

昭和園クラブハウス

９月22日㈬

釜石市民ホール TETTO

―

あり

９/10㈮

あり

―

あり

◎

９/15㈬

なし

◎

９/17㈮

あり

―

あり

９/17㈮

あり

―

あり

◎

９月24日㈮

釜石市民体育館

９月27日㈪

釜石・大槌地域産業育成センター

９月28日㈫

洞関地区コミュニティ消防センター

９月29日㈬

中妻地区生活応援センター

◎

※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、中止する場合もあります

申し込み・問い合わせ

☎25‑2710

コロナと歯科
川

釜石歯科医師会

及
陽
次

年半以上が過ぎました︒こ

1

新型コロナウイルス感染症によるコロナ禍

が始まってから

の間︑歯科医院ではほぼクラスターが起きて

いません︒唾液・血液に接することの多い歯

科医院は︑常日頃より感染するリスクを念頭

において診療を行っています︒マスクやフェ

イスガードなどの着用︑頻繁な手洗い︑アル

コール清拭︑切削器具の滅菌の徹底などが行

われています︒こうしたことが非常に感染性

の高い新型コロナウイルスにおいても有効に

働いていると考えられます︒また予約制にし

て待合室や診療室内での三密を避け︑換気を

充分に行い︑患者さん間での感染や医院内の

感染拡大が起きないよう︑細心の注意を払っ

ています︒

手洗い︑マスクの着用︑三密を避けるなど

の日常がワクチンの接種が進むことによって

広報かまいし

もまだなくなるわけではありません︒お口の

衛生状態を維持し食べる機能を整えておくこ

とは︑新型コロナウイルス対策と直結︵お口

の中でウイルスが増殖する︶しており︑万が

2021.8.15

一感染したとしても発症したり重症化しない

ような免疫力を維持した体の状態を保つため

に非常に重要と考えます︒歯科医院では感染

制御のプロフェッショナルとして︑盤石な感

染予防体制を実施しているので安心して受診

してください︒
19

11:00〜12:00

【問い合わせ】市健康推進課

子宮頸がんは20代からかかる女性が増えはじめ、死亡率は50代前半から上昇します

令和３年３月生

市保健福祉センター
９階

保 健 案内板

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

…このマークが付いているものは「かまいし健康チャレンジポイント」の対象です

市健康推進課

成人保健係

☎22‑0179

〜ご自身や大切な人・地域の健康づくりのために学びませんか〜

令和３年度釜石市食生活改善推進員
受

講

者

を

食育アドバイザー養成講座

募

集

し

ま

す

講座では、日々の生活に必要な、バランスのとれた食事や適度な運動、心とからだの健康づくりなどについ
て実践法を交えて学びます。
日

時

第１回 9月 6日㈪
第２回 9月22日㈬
第３回 10月14日㈭
第４回 10月28日㈭
第５回 11月 9日㈫
第６回 11月25日㈭
第７回 12月 3日㈮
第８回 12月 9日㈭

問い合わせ

10時〜
12時

10時〜
12時30分

場

所

青葉ビル研修室1.2

内

容

講義、調理実習（試食は持ち帰り）、運動実技
※新型コロナウイルス感染症の発生状況により、
変更になる場合があります

対

象

市内に在住で健康づくりおよび食に関心がある
人※先着10人

受 講 料

教材費は無料、調理実習費は１回200円

申込期限

８月30日㈪

お近くの食生活改善推進員または市健康推進課 成人保健係

☎22‑0179

広報かまいし 2021.8.15
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釜石の鉄学編 ⑻

問い合わせ
市世界遺産課

☎

きょう

８‑８４６

員全員に 日分の賃金を寄付させた
にもかかわらず︑除幕式には役員と組
おう
頭級のみが招待され饗応を受けました
が︑他の労働者は記念の手ぬぐいを渡
されただけでした︒これが︑労働争議
の火種の つになったとも言われてい
ます︒
昭和６︵１９３１︶年︑時事新報の
めぐ
依頼で三陸を視察し︑﹃三陸廻り﹄を
執筆した高村光太郎はこの銅像をみて
﹁︵前略︶⁝バスで鈴子にゆく︒橋を
さん さん ご
ご
渡ると青年工夫が三々五々歩いてゐ
る︒倶楽部の前で下りて河原に出る︒
河原の前に広場があって︑その所に
物々しい構造の基礎を持った銅像が二
つ空瓶のように立っている︒遺憾なが
はなは
つたな
ら甚だ拙い︒地方の銅像には馬鹿らし
い程まずいのが多い︒﹂と厳しいコメ
ントを寄せています︒
この銅像は昭和 ︵１９４３︶年
の金属回収令により撤去回収され
ました︒現在︑釜石製鉄所の本事務
所前にある両氏の胸像は︑昭和
︵１９５０︶年 月︑釜石線開通にあ
わせて設置されたものです︒

22

ホームページ

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/

〒026‑8686 釜石市只越町３‑９‑13 ☎22‑2111 ℻ 22‑2686

釜石消防署一帯はかつて︑製鉄所の
山神社があり︑そこから国道２８３号
までは公園社宅が広がっていました︒
この川沿いに公園を造成し︑田中長
兵衛・横山久太郎の銅像が建立されま
した︒公園には柵を巡らせ︑門番を置
き︑労働者が入りづらいものでした︒
また︑銅像を建立するに当たり︑従業

釜石市
広聴広報課

1

1

よもやま話

り﹂を要請し︑大正 ︵１９２４︶年
３月︑譲渡の契約が交わされました︒
明治 ︵１８８７︶年の創設以来︑
年間で田中時代の幕は閉じ︑新たに
釜石鉱山株式会社として再出発を図る
こととなりました︒

の ろ し あが

１
２
３
４
５
６
７
８
９

労働 時間制︵当時は 時間︶
賃金 割増額
食料米改善及び価格を 銭低減
長屋改善
衛生設備改善
電気課職工に被服給与
救済会基金引渡
長屋家賃の無料
電燈料の無料
湯屋湯銭の無料
公休日勤務者に賃金倍額支給
賃金支払日の一定
退職及び勤続手当の支給
附属病院の現金制度廃止
酒保の物品減価販売実施
中妻長屋付近に米味噌等引渡所の設置
工場内危険防止設備の改善
労働者の人格の尊重

13

田中長兵衛・横山久太郎の銅像

荒木田忠太郎が釜石の
労働争議についてまと
めたもの

12

20

『狼 火挙る』

歴史

たまき

編集

15 8

釜石

ちゅう

No.1766

発行

が派遣され︑憲兵 人︑警官２００人
も動員されました︒５日に会社側が処
遇改善を約束し︑６日より業務が開始
されましたが︑この間同盟会員３００
あら き だ
人が検挙され︑支部長であった荒木田
た ろう
忠太郎など指導者 人も検挙されまし
た︒
製鉄所では労働争議の反省を踏ま
え︑労使相互の意思疎通を図るため大
正 ︵１９２０︶年︑真道会を結成し
ました︒また同年陸上大運動会も開催
されました︒この真道会が釜石のス
ポーツや文化芸術の振興に大きく寄与
することになります︒
釜石製鉄所は銑鋼一貫製鉄所として
鉄鉱石から銑鉄を生産し︑それを鋼鉄
にする工場でしたが︑鋼鉄生産に比べ
銑鉄生産が多く︑アンバランスな生産
体制でした︒戦後恐慌下︑政府は銑鉄
や鋼鉄の価格の下落に対し︑鉄鋼産業
の保護政策として鋼鉄には補助金の交
付をしたものの︑銑鉄には交付が無
く︑インド銑などの安価な銑鉄が流入
したため︑さらに経営は圧迫︑設備
面の合理化や人員整理など行いました
が︑効果はありませんでした︒従業員
への給与も遅配が続き︑鋼材を大阪で
売りさばき︑そのお金を副社長の田中
長一郎がリュックに詰め仙人峠を越え
て釜石に運んできたエピソードも生ま
れました︒追い打ちをかけるように大
正 ︵１９２３︶年 月 日関東大震
災により本社を焼失︑ついに経営が立
ち行かなくなりました︒
こうむら こ ろく
常務取締役の香村小禄は三井鉱山株
まき た
式会社社長の牧田環に﹁釜石肩代わ

8 15

18

建立記念はがきより

10

田中長兵衛・横山久太郎銅像

20
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37

項の要求

釜石製鉄所の歴 史 ④
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しゅうえ ん
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田中時代の終 焉

1

大正３︵１９１４︶年に始まった第
一次世界大戦は︑経営不振だった田中
製鐵所に活気をもたらしました︒しか
し︑大正８︵１９１９︶年に終戦する
と︑戦前以上の経営不振に陥ります︒
大戦中の物価の高騰により大正８
年︑全国各地で賃上げを要求する労働
争議が多発し︑ストライキに入ったも
のも５００件近くにのぼりました︒
しん がい
辛亥革命︵明治 ︵１９１１︶年︶
やロシア革命︵大正６︵１９１７︶
年︶︑ドイツ革命︑米騒動︵大正７
︵１９１８︶年︶︑といった民主化運
動が日本にも広まってきたことが背景
にあります︒
あし お
大正８年 月に足尾銅山を中心に大
日本鉱山労働同盟会が結成されると︑
月にはその幹部が来釜し︑永楽座
︵只越町︶で大日本鉱山労働同盟会釜
石支部が結成され︑２２００人ほどが
会員となりました︒そして 項の待遇
改善要求を出しました︒
この年の４月に横山久太郎から所長
なかおお じ うじみち
を受け継いだ中大路氏道は︑ 項のう
ち 項は承諾したものの︑ 項︵下表
の１〜３︶は拒否しました︒これを不
服とした同盟会は 月 日よりストラ
イキに突入しました︒会社側は事態収
かきぬまたけ お
拾の糸口が見いだせず︑柿沼竹雄岩手
県知事は軍隊派遣を要請し︑青森から
歩兵二個中隊︑盛岡から工兵一個中隊
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広報かまいし 2021.8.15

現在、グリーンベルトの浜町側の入口
に設置されています

25

高村光太郎文学碑
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