
海図「陸
りくちゅうのくに

中國釡
かまいし

石港
こう

之
の

図
ず

」パネル寄贈

民生委員・児童委員委嘱状伝達式

宇宙はまゆりの種の受領式

令和３年「海の日」海事功労者・優良漁船等表彰式

７月12日［市長室］

７月20日［市長室］

７月26日［市長室］

７月27日［市民ホールTETTO］

　陸中國釡石港之図は、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。
　パネルを手渡した釡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、釡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。
　生徒を代表してパネルを受け取った山陰宗

しゅう

真
ま

さん（双葉小６年）は「釡石
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。

　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。

　釡石小の児童らが、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。釡石小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。

　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、釡石市「海の日」実行委員会表彰、釡石市漁業協同組合連合会会長表
彰、釡石市長表彰の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。

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

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

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

「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

令和３年度地域環境保全功労者表彰
受賞報告会
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

まちのまちの 話話題題ちのお知らせちのお知らせちのお知らせ
InformationInformationInformationままま

※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

　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）

いわてレッドデータブック
改訂のための調査

　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）

令和３年社会生活基本調査を
実施します

　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）

第39回「けいりょう」
強調月間標語募集

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）

【募集】「戦没者遺児による
慰霊友好親善事業」参加者

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】市内体育施設の
指定管理者

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）

【募集】
会計年度任用職員

日時　８月21日㈯10時～16時
場所　釡石駅前広場
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
　釡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、釡石観光物産協会の
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）釡石観光物産
協会（☎27-8172）

かまいし夏まつり
「おかえりSL銀河イベント」

　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）

令和３年７月大雨災害義援金
にご協力をお願いします

　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

介護のしごと再就職支援
～介護技術講座～
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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
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㈫
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

９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

10日㈮
唐丹公民館前 10:30～ 11:00

11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

14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

16日㈭
双葉学童育成クラブ 15:00～ 15:30

17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㈮
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

28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

29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

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

９９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）

９月の休館日　6日、13日、20日
21日、23日、27日、30日

　本年３月に廃刊した「復興釡石新聞」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版釡石新聞
『釡石新聞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「釡石新聞NewS」への投函

　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。

購入上限
１人２冊（代理購入可）

販売対象
　市内在住または市内事業所に
お勤めの人

利用期限
12月31日㈮

※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

『釡石新聞NewS』のご案内 かまいしエール券の
販売をいったん終了します

問い合わせ　釡石まちづくり㈱「釡石新聞NewS」係　☎090-5233-1373

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

　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。

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

問い合わせ　日本年金機構　宮古年金事務所　☎0193-62-1963

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

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　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）

休日当番医・薬局・歯科医（９月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

５ 日
釡石ベイ眼科クリニック 港町 ☎27-7311
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎55-4343

12 日
釡石整形外科クリニック

大渡町
☎31-1881

おおぞら薬局 ☎31-2030

19 日
釡石しょうけいクリニック

甲子町
☎27-8571

アクト調剤薬局 ☎27-7001

20 月・祝
小泉医院

中妻町
☎23-5157

ハロー薬局 ☎23-8455

23 木・祝
道又内科小児科医院

大槌町
☎42-2500

ひょっこり薬局 ☎27-5220

26 日
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎22-1005

パルム薬局 ☎22-3353
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
５ 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
19 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎42-8418
26 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800

夜間納税相談
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）

休日納税相談
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）

釡石市の人口と世帯（７月）
男 15,062人（－ 8人）

女 16,618人（－ 50人）

合　計 31,680人（－ 58人）

世　帯 16,041世帯（－19世帯）
※（　）は前月比

今月の
納　 税

【市県民税２期】
【国民健康保険税２期】
納期限＝８月31日㈫

　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）

釡石会場【岩手大学釡石キャンパス】※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　9月3日㈮

受講者募集 　いわて生涯学習士育成講座

申し込み・問い合わせ　岩手大学地域社会教育推進室　☎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

建築物防災週間［８月30日㈪～９月５日㈰］
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