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釜石には 愛 がある

広報

地震・津波 避 難 訓 練 週間 9月1日㈬〜7日㈫
期間中は、正午に防災行政無線でメッセージを放送します。その時にいる場所、状況で自分がどの
ような「命を守る行動」を取るべきか考えましょう。
職場やご近所、家庭などで期間中１回は自主避難訓練を行いましょう。詳細は、広報かまいし
８月15日号も併せてご覧ください。

❶ 地震発生直後に身を守る訓練をしましょう

８月15日号
避難訓練週間

地震
だっ !

その時にいる場所で「しゃがむ」「かくれる」「まつ」とい
う地震発生時に取るべき行動を訓練（シェイクアウト訓練）しま
しょう。そうすることで、発災直後の対応が身につき、防災意
識の向上にも役立ちます。

❷ 避難訓練を行いましょう
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行いましょう。
津波到達想定時間は地震発生から15分です。

※非常用品の例

❸ 被害を最小限に抑える準備をしましょう

マスク、体温計、せっけん、消毒液、
ウエットティッシュ、スリッパ、
医薬品、飲用水、食料、
防寒対策品など

自分や家族の命を守るためには、事前に避難経路や被
災時の行動を確認することや、災害時の非常用品を備え
ることが大切です。この機会にぜひ準備してください。

避難経路の確認

りっこう

水門・陸閘の一斉閉鎖訓練

非常用品を備える

９月７日㈫９時30分〜12時に市内の水門・陸閘の一斉閉鎖訓練を行います。訓練中は、本番を想定して水門・
陸閘のスピーカーやサイレンを鳴らします。天候により、訓練を中止する場合があります。
今後の防災に生かすため、実際の訓練の様子、規模、ご意見などの情報提供をお願いします。次の
連絡先または市のホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。
情報提供・問い合わせ

市防災危機管理課

☎27‑8441
お問い合わせフォーム

り

さ い

罹災証明書・被災届出証明書

住家などが自然災害で被災した場合、２種類の証明書を発行します。物件により、申請方法や証明内容が
異なります。証明書が必要な場合は、市税務課へ申請してください。
罹災証明書

住家（実際に居住している建物）が被害にあった場合、申請後、市職員が調査を行い、被害
の程度を判定し証明するもので、調査してから約１週間後に証明書を発行します。被災後１カ
月以内に申請してください。

被災届出
証 明 書

非住家（空き家、店舗など）や家財など（家具、車など）が被害にあった場
合、申請者が提出する写真や書類などを確認し、被災の届け出があったことを
証明するもので、即日証明書を発行します。被災後２カ月以内に申請してくだ
さい。
市のホームページ

り さい

申請・問い合わせ
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市税務課

☎27‑8489

新型コロナワクチン接種のお知らせです
【その他】市外の学校に通学している方、お知らせが届かない方、他市町村から転入した方、
案内や接種券を紛失した方は市新型コロナワクチン接種推進室にご連絡ください

30歳から49歳の方を対象とした
ワクチン接種の受付を開始します

■先行接種期間
９月１日㈬〜30日㈭まで（医療機関により接種期間が異なります）
■接種方法
２回目の接種は、１回目の接種時に予約してください。
原則、１回目の接種日から３週間後の同じ曜日・時間です。

■対象

■接種会場
12歳から18歳の方の先行接種は、各医療機関での個別接種となります。

12歳から15歳までの方（平成18年４月２日から平成22年３月１日
までに生まれた人）が接種する場合

注意事項

◯予診票の「被接種者又は保護者自署欄」に保護者が署名してください。署名がない場合、接種
は受けられません

接種券
母子健康手帳
予診票（記入済みのもの）
本人確認書類（マイナンバーカード・健康保険証や生徒手帳など）

※必要書類がない場合、接種が受けられません
※接種券が届いていない方は、市新型コロナワクチン接種推進室にご連絡ください

19歳から29歳の方へ

予約受付の開始時期、接種会場などは、広報かまいし９月15日号でお知らせします。

50歳以上の方へ

50歳以上で、まだ予約をしていない方は早めの予約をお願いします。

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、☎22‑0179
（課代表）
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■接種会場 原則、集団接種会場（イオンタウン釜石会場）で接種します
※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、各医療機関と調整してご案内しますの
で市新型コロナワクチン接種推進室にご相談ください
■9月から10月中旬までの接種日
９月12日㈰

9月16日㈭

9月19日㈰

10月９日㈯ 10月14日㈭ 10月16日㈯ 10月17日㈰

※50代以上の方の予約枠に空きがある場合は、上記以外の日程でも予約ができます
■集団接種（イオンタウン釜石会場）の予約方法
予約方法

◯原則、接種会場には保護者が同伴してください

接種当日の
持ち物

昭和47年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた方

①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

予約開始日時
９月３日㈮
９時

受付時間
９時〜17時
（月〜金曜日、祝日を除く）

②ＬＩＮＥ（ライン）予約

24時間対応

※予約の際は、接種券を手元にご用意ください
※コールセンターはつながりにくい場合がありますのでＬＩＮＥ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・時間です。あらかじめ日程の確保をお願いします
※予約確認や変更、キャンセルは、予約を行ったLINEアカウントで手続きをしてくだ
さい

LINE予約

12歳から18歳の方の接種時期を早め、
先行して９月からワクチンを接種します
市は、年齢区分ごとに段階的に新型コロナワクチンの接種を進めています。このうち、小学６年生
(12歳以上)から高校３年生など（12歳〜18歳）の接種について釜石医師会と協議し「今季のインフ
ルエンザワクチンの接種時期を考慮すると、接種間隔の確保が必要」と判断しました。そのため、この
年齢区分の皆さんの新型コロナワクチン接種を早めて開始します。
■対象
平成15年４月２日から平成22年３月１日までに生まれた12歳から18歳の方
※接種日時点で満12歳に満たない方は接種できません
■申込方法など
【高校生・中学生】市内の中学校、高校に通学している方には、各学校を通じて接種の案内を配付し
ていますので、案内に従って接種を進めてください
【小学６年生（12歳以上）】小学６年生（８月末までに12歳に達している方）は、接種券の送付時
に同封した案内に従って接種を進めてください。
また、９月以降に誕生月を迎える方には、誕生日を迎え次第、順次、接種券を送付します。
広報かまいし
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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 ９月11日㈯、19日㈰12時〜
15時
場所 釜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 ９月16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）

「解決の糸口を見つけに行こう！」
無料相談会
（要予約）

日時 ９月11日㈯10時〜16時
場所 信用生協釜石事務所（中妻町
１‑４‑20 第一豊後ビル１階）
内容 多重債務問題、遺産相続、不
動産売買、税金や公共料金などの滞
納、DV・離婚問題など暮らしに関す
る悩み事の相談
対応 弁護士や専門スタッフ
申し込み・問い合わせ 信用生協釜
石事務所 ☎0120‑101‑965

釜石祭りを
中止します
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、本年度の行事を中止し
ます。中止する行事は、海上渡御
（曳き船まつり）、神輿合同市内
渡御、市民団体行列です。
※宵宮祭および神事は、規模を縮
小し関係者のみで実施します
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）

児童扶養手当を
振り込みます
振込日 ９月10日㈮
対象月 ７月〜８月分
年金の受給状況、住所、同居の
家族構成、振込先の口座（名義の
変更等）など状況に変化があった
場合は速やかに子ども課で手続き
してください。
問 い 合 わ せ 市 子ども課（ ☎ 2 2 ‑
5121）
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参加者募集

第35回釜石市民劇場

公演日 令和４年３月６日㈰ 午前と午後２回公演
場所 釜石市民ホールTETTO ホールA
演目 満天の星は知っている「天文学者葛西昌丕」若き日の私記
募集キャスト（活動期間：11月中旬〜週３回程度）
年齢問わず男女20人程度、エキストラも多数募集
募集ボランティアスタッフ（活動期間：12月上旬〜）
高校生以上どなたでも
昼間や夜間に２時間ほどの舞台道具作り
問い合わせ 釜石市民劇場実行委員会事務局 ☎090‑7798‑2307（久保）、
☎080‑1668‑3551
（中村）
、市文化振興課 文化振興係 ☎27‑5714

しごと・くらしサポートセンター
（イオンタウン釜石２階）

９月のセミナー（無料）

【市民向けセミナー】
■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
ミライ編 〜明日からはじめる『ライフプラン』作成実践ワーク〜
日時 ９月25日㈯14時〜16時（オンライン開催）
■すてっぷあっぷサロン（完全予約制）
はたらくママとのおはなし会 〜
「好き」
を仕事にするって？〜
日時 ９月14日㈫10時30分〜12時 定員 ８人
【事業者向けセミナー】
■女性活躍セミナー2021
第２回「先行事例から学ぶ多様な人材が活躍するコツ」
日時 ９月14日㈫13時30分〜15時30分（オンライン開催）
※詳細や最新情報は、ホームページをご覧ください
※すてっぷあっぷサロンは、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があります
申し込み・問い合わせ

しごと・くらしサポートセンター

☎27‑6177

９月９日は「救急の日」です
９月５日㈰〜11日㈯の１週間は「救急医療週間」です。
救急隊員は市民の皆さんの通報に応えるため、365日24時間体制で
備えています。しかし、突然、心臓や呼吸が止まってしまった人を救
うためには、そばに居合わせた人（家族や住民）が行う救命処置（心
肺蘇生法とAED）が最も大切です。いざという時に備え救命処置を覚
えましょう。
なお、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、救命講習会の
開催を見合わせる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ

釜石消防署 救急係

☎22‑2526

せいてつ記念病院の救急患者の受け入れの一部休止
本院は直接来院される救急患者の受け入れをしていますが、９月から
宿直医師の確保ができない日が生じるため、次の日時は受け入れできませ
ん。なお、外来診療や入院治療に影響はありません。
救急患者の受け入れができない日時
９月１日㈬、８日㈬、15日㈬、22日㈬、29日㈬
９月11日㈯
問い合わせ

医療法人楽山会

17時〜翌日の９時
9時〜翌日の９時

せいてつ記念病院

☎23‑2030

県による新型コロナワクチンの集団接種を実施します（第２期）

県は、新型コロナワクチンの接種を加速するため、広域的な集団接種会場を設置して、県民への接種
を実施します。（モデルナ社製ワクチンを使用）
実施時期 ８月28日㈯〜10月17日㈰の毎週土・日曜日
○土曜日…14時〜17時 ○日曜日…９時〜12時、13時〜16時
接種会場（１）県央会場 岩手産業文化センターアピオ（滝沢市砂子込389‑20）
※一部日程は岩手県立大学
（滝沢市巣子152‑52）
（２）県南会場 花巻市交流会館（花巻空港旧ターミナルビル）（花巻市葛３‑183‑１）
対象 県内に住民登録し、県内の市町村が発行した接種券をお持ちの満16歳以上の県民
接種期間
１回目
２回目

予約方法※

予約開始日時

８月24日㈫12時〜
インターネット ※予約開始日は、接
または電話
種日により異なり
9月25日㈯〜10月17日㈰の土・日曜日
ます

8月28日㈯〜 9月19日㈰の土・日曜日

電話予約：岩手県予約コールセンター ☎0570-200-779（受付時間９時〜18時）
※予約方法などの詳細は、県のホームページをご確認ください

ま

県集団接種

ちのお知らせ
Information

水難救助訓練を
実施します
日時 ９月15日㈬９時〜12時
場所 甲子川河口付近
内容 県防災航空隊と合同での水
難救助訓練で、消防隊が参集する
とともに防災ヘリコプターが河口
付近の上空を飛行します。実際の
災害と間違わないようお知らせし
ます。詳細は、お問い合せくださ
い。
※15日が延期の場合は21日㈫に実
施します
問い合わせ 釜石消防署 警防係
（☎22‑2526）

動物慰霊祭＆動物ふれあいフェスタを
開催します
日時 9月25日㈯10時〜12時30分
場所 ドッグランシーガルパーク
(大字平田3‑61‑22、ホテルシーガ
リアマリン敷地内)
※事前の申し込みは必要ありませ
んが、当日は受け付けを済ませて
からご入場ください
※詳細は、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
問い合わせ 釜石保健所（☎27‑
5523）

ほいくのしごと
出張相談会

市勢功労者候補を
推薦してください

日時 ９月28日㈫10時30分〜14時
会場 ハローワーク釜石
内容 保育に関する就職相談、専
任コーディネーターから保育に関
する情報提供など
対象 保育士の就職について相談
したい人（学生も可）
留意事項 ①事前予約を優先しま
す②お子さんとも一緒に参加可能
です（託児はつきません）
申し込み・問い合わせ 岩手県保
育士・保育所支援センター（☎019‑
637‑9605）

市は「市勢功労者表彰式」を11
月上旬に行います。公益の進展に
尽くし、特に功労が顕著であると
思われる市民の規範となるような
篤行者候補（個人、団体）を推薦
してください。
推薦方法 推薦用紙を市総務課秘
書係へ提出
※推薦用紙は総務課および各地区
生活応援センターに備え付ける
他、市のホームページからダウン
ロードできます
推薦期限 ９月15日㈬
申し込み・問い合わせ 市総 務課
（市役所第１庁舎２階、☎22‑2111、
内線111）

【募集】
会計年度任用職員
職種 衛生作業員（生活環境課）
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）

マイナンバーカード交付窓口を
開設します
休日窓口 ９月26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）

広報かまいし
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第47回 釜石健康マラソン大会

幼児の部
（第46回大会）

釜石鵜住居復興スタジアム周辺のコースを走ります。みんなで
スポーツの秋を楽しみましょう。

2021

◆日時 10月９日㈯ 受付７時30分〜８時30分 開会式８時45分〜
◆会場 釜石鵜住居復興スタジアム
◆参加料
一般の部 1,500円／小・中・高校生の部 1,000円
幼児の部 800円／ふれあい・親子の部 600円 ※各１人分の参加料
◆種目

9 1
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①幼児の部（400ｍ）

男女の部

②1.5kmの部

小学男女 低学年（１・２年生）の部、ふれあい・親子の部

③2.5kmの部

小学男女 中学年（３・４年生）の部

④3.5kmの部

小学男女 高学年（５・６年生）の部
中学・高校男女の部、一般男女の部

⑤リレーの部
（４人１組100メートル×４）

小学男女の部、一般男女の部
※マラソンとは別に申し込みが必要です
※一般男女の部は、別に参加料1,000円（1チーム）が必要です

発行

編集

釜石市
広聴広報課

◆申込方法
市内スポーツ店、各地区生活応援センター、市内郵便局に備え付けの申込用紙に必要事項を記入
し、参加料を添えて郵便局でお申し込みください。
※学校やスポーツ少年団などの団体とリレーの部の申し込みは、市スポーツ推進課で受け付けます
◆申込期限 ９月22日㈬
◆その他 新型コロナウイルス感染症の状況により、変更となる場合があります
問い合わせ

市スポーツ推進課 スポーツ推進係（シープラザ釡石２階） ☎27‑5712

劇団四季 新作ファミリーミュージカル

『はじまりの樹の神話〜こそあどの森の物語〜』
こそあどの森で暮らす主人公・スキッパーと大昔
から来た少女・ハシバミの交流を通して、人と人と
のつながりの大切さを描く物語です。
ホームページ

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

日

時

９月19日㈰
17時 開演（16時15分 開場）

場

所

釜石市民ホールTETTO ホールA

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

入場料

全席指定

大人
5,500円
小学生以下 3,300円
※３歳以上有料、２歳以下ひざ上鑑賞可

【窓口購入】
チケット 釜石市民ホール
販 売 【インターネット予約】
劇団四季オンラインチケット
劇団四季オンラインチケット

問い合わせ
劇団四季仙台オフィス
釜石市民ホールTETTO

☎0570‑008‑110
☎22‑2266

撮影：下坂敦俊
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