
妊産婦の皆さんを支援します妊産婦の皆さんを支援します
　市は、県立釡石病院の分娩取り扱い休止を受け、出産を控えている妊婦の皆さんや、今後妊娠
を考えている女性の不安を解消し、安心して産み育てられる体制づくりを進めています。また、
妊産婦の皆さんへの支援策として、次の通り助成することとしました。
　詳しくは、市のホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
※既に母子健康手帳を交付済みの人には、市から個別に案内を郵送します

対　　象　釡石市に住民登録のある妊婦で10月１日以降に出産する人
給 付 額　１人当たり３万円
申請方法　母子健康手帳の交付に併せて、給付申請を案内します

対　　象
10月１日以降に出産する妊産婦

釡石市に住民登録がある人
釡石市への里帰り妊産婦

ハイリスク妊産婦 ハイリスク以外の妊産婦
助成金額 上限10万円 上限５万円 上限５万円
対象経費 ・妊婦健診、産婦健診、分娩にかかる通院費、出産時期の宿泊費

申請方法
・出産後６カ月以内に市健康推進課で手続きしてください
・申請日は毎月15日号の広報かまいしで案内します
・ 申請には通院にかかるタクシー代、宿泊費の領収書が必要です（自家用車の場合は不要）

妊婦応援給付金

妊産婦健康診査等アクセス支援助成金

Q ハイリスク妊婦とは、どんな人ですか？
A  母体または胎児に、健康上の問題や合併症を悪化させる危険性があるなど、なんらかの
リスクを伴うおそれのある妊婦のことです

Q 全ての健診分の交通費を助成してもらえますか？
A  県立釡石病院から市外の病院に転院した後（おおむね32週以降）の交通費が助成対象です。
ただし、ハイリスク妊婦の場合は、32週前でも対象になります

Q  最初から市外医療機関で妊婦健診を受診しています。助成の対象にはなりませんか？
A  助成対象は県立釡石病院から市外の医療機関に転院した人ですが、本年中は周知期間とし、
年内に母子健康手帳の交付を受けた人は、この要件に該当しなくても助成の対象とします

Q  ９月下旬に県立釡石病院で出産予定でしたが、分娩取り扱い休止に伴い市外医療機関
での出産となりました。支援策はありますか？

A  分娩取り扱い休止の影響を受けた妊産婦の人は、経過措置として、今回の給付金および助成
金の対象となります。市から個別に案内を郵送します

問い合わせ　市健康推進課 妊産婦支援チーム　☎22-0179

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

　市は、これまで年齢区分ごとに段階的にワクチン接種を進めてきました。９月22日時点で対
象のうち77.1％の方が１回目の接種を終えており、11月末には接種を希望する方への接種が完
了できる見込みです。まだ、接種希望者で集団接種の予約をしていない方は、早めの予約をお
願いします。
　皆さんの周りに、ワクチン接種に迷っている方や、外国人の方で予約の方法が分からない方
を見かけましたら、市新型コロナワクチン接種推進室にご連絡ください。また、接種券は全て
の対象となる方に郵送していますが、接種券が届いていない方、紛失してしまった方は、ご連
絡をお願いします。
　これまでワクチン接種にご協力をいただきました釡石医師会をはじめ各医療機関などのスタッ
フの皆様には、引き続き、ご協力をお願いします。
※ 新型コロナワクチンは本人の意思に基づき接種を受けるものです。職場や周りの方への接種
の強制や、接種を受けていない方への差別的な取り扱いをすることがないようお願いします

予約方法 受付時間
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

９時～17時
（土・日曜日、祝日を除く）

②ＬＩＮＥ（ライン）予約 24時間対応

※特別な事情により医療機関での接種を希望する方は、市新型ワクチン接種推進室にご相談く
ださい

　市は新型コロナワクチンの円滑な接種を促進するため、外出が困難な人が市内のワクチン接種会
場までタクシーを利用した場合の費用を負担しています。この実施期間を12月31日㈮まで延長し
ます。

対　　象 ・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人
・ 介護保険被保険者証に要介護状態区分（要支援１～要介護５）が記載されている人

利用方法

・ 利用の３日前までに市内のタクシー事業者に予約し、あわせて市の補助を利用したいこと
を伝えてください

・ 乗車時に、接種券と身体障害者手帳などを乗務員に提示してください
※ 乗車区間は、自宅からワクチンを接種する医療機関、または集団接種会場の往復区間で
す。それ以外の場所で乗降はできません

問い合わせ　市生活環境課 市民生活係　☎27-8451

問い合わせ　市健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室　☎22-4567　☎22-4568

実施期間を延長します
ワクチン接種会場へのタクシー料金が無料になります

対 　 象
事 業 者

文化タクシー（中妻町） ☎23-5038 釡石タクシー （大町） ☎22-3881
青葉タクシー（小川町） ☎23-5911 前勝タクシー （鵜住居町） ☎28-3232
太陽タクシー（鵜住居町） ☎28-1414 中山福祉タクシー（小佐野町） ☎23-6615

まだ、ワクチン接種の予約をしていない方へ

■支給対象となる日数
　 労務に服する事ができなくなった日から起算して３日間を経過した日から、
労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
■支給額
　１日あたりの支給額（直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額÷就労日数）
×（２/３）×支給対象となる日数
■適用期限
　12月31日㈮

申し込み・問い合わせ　市高齢介護福祉課 高齢介護係（市保健福祉センター２階）☎22-0178

問い合わせ　国民健康保険の人……………市市民課 国保年金係　☎27-8450
　　　　　　後期高齢者医療制度の人……市市民課 医療給付係　☎27-8450
　　　　　　国民健康保険税………………市税務課 市民税係　　☎27-8481

介護保険料を減免します新型コロナウイルス感染症の
影響を受けた人向け

対象保険料額 ＝（Ａ）×（Ｂ）／（Ｃ）
（Ａ） 被保険者個人について算定した保険料額
（Ｂ） 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和２年の所得額
（Ｃ） 世帯の主たる生計維持者の令和２年の合計所得金額

　次の基準に該当する場合、申請により介護保険料を減免します。
【対象】
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、また重篤な傷病を負った世帯の人 ➡ 保険料の全額を免除
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人で、次の（ア）～（イ）の全て
に該当する人 ➡ 保険料の一部を減免

　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病
を負った世帯の人、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人を対象にした減
免制度を継続しています。
　詳しくは、お問い合わせいただくか、市のホームページまたは広報かまいし７月15日
号をご確認ください。

　国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者である被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染し仕事を休んだた
めに給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。詳しくはお問い合わせいただくか、市のホームページをご確
認ください。

【減免する保険料】
　令和３年度の保険料で、令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に納期限が設定されているもの
　令和２年度の保険料で、令和２年度末に資格を取得したなどにより上記期間内に納期限が設定されているもの
【減免額の算定】
　次の表で算出した対象保険料額に、主たる生計維持者の令和２年の合計所得金額に応じた減免割合を乗じた額

【申請方法・期間】
　減免申請書と必要書類を提出してください。申請書は市高齢介護福祉課の窓口に備え付けます。
　申請期間　10月１日㈮～令和４年３月31日㈭
　　　　　　８時30分～17時15分（土・日曜日、祝日を除く）
【必要な物】
　①②共通　身分証明書
　①　に該当する人　診断書
　② 　に該当する人　主たる生計維持者の令和２年および令和３年の月別の収入が分かる書類（事業帳簿、給与明細の写

しなど）

世帯の主たる
生計維持者に
ついて

（ア） 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが、令和２年に比べ
て10分の３以上減少する見込みであること

（イ） 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和２年の所得の合計額が400万円以下であること

傷病手当金の適用期限を延長しました

国民健康保険税・後期高齢者保険料の減免制度を継続しています

国民健康保険 後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度国民健康保険
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問い合わせ　市商工観光課 商工業支援係　只越町3-9-13　☎27-8421

問い合わせ　市健康推進課 成人保健係　☎22-0179

問い合わせ
国民健康保険の人：市市民課 国保年金係
　　　　　　　　　　　　　　☎27-8450　内線231
後期高齢者医療保険制度の人：市市民課 医療給付係
　　　　　　　　　　　　　　☎27-8450　内線232
生活保護の人：市健康推進課 成人保健係
　　　　　　　　　　　　　　☎22-0179

事業者対象

事業継続を下支えするため２種類の給付金を支給します

健康診査・大腸がん検診を追加実施します

釡石市経営支援給付金

対 象

市内で「地域企業経営支援金（県支援金）」の支給決定を受けている者
 県支援金概要 
● 卸売業、小売業、サービス業、飲食業、宿泊業を営んでおり、令和３年４月～令和４年３月のうち、
①または②を満たす事業者
　①１カ月の売り上げが前々年同月比50％以上減少
　②連続する３カ月の売り上げが前々年同期比30％以上減少
● 問い合わせ：県支援金事務局　☎019-654-2390、申請窓口：釡石商工会議所　☎22-2434

給 付 額
売上減少幅に応じて１店舗当たり上限10万円
※ 複数店舗を有している場合、卸売業・宿泊業を営んでいる場合などは、上限額が異なる
場合があります

必要書類
①　給付金申請書兼請求書、誓約書
②　県支援金の申請書類（様式第１号、別紙１）の写し
③　県支援金の支給決定通知書の写し

かまいし飲食店安心認証支援金

対 象

市内の「いわて飲食店安心認証店」
 いわて飲食店安心認証制度概要 
● 感染症対策の基準を満たす飲食店、飲食部門のある宿泊施設などが対象
● 問い合わせ・申請窓口：いわて飲食店安心認証事務局　☎019-613-8009

給 付 額 １店舗当たり10万円

必要書類
①　支援金申請書兼請求書、誓約書
②　「いわて飲食店安心認証店」の認証通知書の写し
③　①と②の名義が異なる場合は両者の関係が確認できる書類

○申請方法　　
　申請書を市のホームページ、市商工観光課、各地区生活応援センターで入手し、必要書類を添えて市商工観光課また
は、各地区生活応援センターに提出してください（郵送可）
　※初めに県支援金、いわて飲食店安心認証店の決定を受ける必要があります
○申請期限　令和４年２月28日㈪　※申請期限が県支援金と異なりますのでご注意ください

持ち物　 受診票、保険証（国民健康保険、後期高齢者医療
保険の人）

健診料　国民健康保険の人………………………  1,000円
　　　　後期高齢者医療保険の人………………  600円
　　　　生活保護を受けている人………………  無料

持ち物
・便を採った容器（青い袋）
・大腸がん検診受検票（緑の用紙）
・受検料 1,000円
※ 70歳以上（令和4年3月31日時点）、生活保護受給者
世帯、市民税非課税世帯（令和3年3月31日時点）のい
ずれかに該当する人は無料
※ 便を採る容器が手元にない人は、お問い合わせください
※ 申し込みが済んでない人は、10月29日㈮までにお申し
込みください

健康診査を受ける人 大腸がん検診を受ける人

10/１㈮ 10/11㈪ 10/12㈫ 10/13㈬ 10/14㈭ 10/24㈰ 10/25㈪ 11/９㈫
健 康 診 査 － ○ ○ ○ － ○ ○ －
大腸がん検診 ○ ○ ○ ○ ○ － － ○

受 付 時 間 ９時～11時、13時～14時30分 17時30分
～19時

９時～11時、
13時～14時30分

17時30分
～19時

場 　 　 所 保健福祉
センター シープラザ釡石 保健福祉

センター シープラザ釡石 保健福祉
センター

市のホームページ

市のホームページ

…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

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

職種　事務補助員（税務課）
募集人数　１人
任用期間　11月１日㈪～令和４年
３月31日㈭
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

支給日　10月８日㈮
※児童手当現況届が未提出の人
は、この日程で支給されません。
提出を確認後、支給します
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

６月～９月分の児童手当を
支給します

申込期限　10月29日㈮17時
※施設の概要や提出書類など詳し
くは、市のホームページをご覧く
ださい
　申請予定者向けの説明会を開催
します。
日時　10月８日㈮11時
場所　市役所第４庁舎３階 第７会
議室
問い合わせ　市商工観光課（☎27-
8421）

釡石魚河岸にぎわい館・根浜海岸観光施設・
箱崎民泊施設の指定管理者を募集しています

　市は、令和３年８月大雨災害義
援金の募金箱を設置しています。
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。
期限　令和４年３月25日㈮
※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）

災害義援金にご協力を
お願いします

　年齢に関係なく、パートタイ
マー・アルバイトなどを含め、県
内で働く全ての労働者に適用され
ます。使用者も労働者も、賃金が
最低賃金以上になっているか必ず
確認しましょう。
時間額　821円
発効日　10月２日㈯
問い合わせ　岩手労働局労働基準
部賃金室（☎019-604-3008）

岩手県の最低賃金が
改正されます

　釡石・大槌地域の食文化として
受け継がれてきた郷土料理の味と
技の伝承会を開催します。
日時　11月１日㈪９時30分～12時
場所　根浜シーサイド　レストハ
ウス
対象　釡石・大槌地域の郷土料理
の伝承に関心がある20代～40代の
人
講師（講習料理）　岩手県食の匠（が
んづき、しそ巻き寿司）
費用　500円（材料費）
定員　６～９人程度（先着順）
持ち物　エプロン、三角巾、マス
ク、筆記用具
申込期限　10月18日㈪
※新型コロナウイルスの感染状況
により、日程の変更または中止す
る場合があります
申し込み・問い合わせ　県大船渡
農業改良普及センター（☎0192-
27-9918）

【参加者募集】釡石・大槌地域
郷土料理伝承会

　地震や津波、武力攻撃などの発
生に備え、情報伝達試験を行いま
す。全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を利用し、防災行政無線
から「これはJアラートのテストで
す」と試験放送が流れます。
日時　10月６日㈬11時ごろ
問い合わせ　市防災危機管理課
（☎27-8441）

防災行政無線による
情報伝達試験を行います

　これまで市庁舎で行っていた閲
覧が、自社のパソコンまたはス
マートフォンから閲覧できるよう
になりました。詳しくは、指名競
争入札参加者に送付される指名通
知書に付属するマニュアルをご覧
ください。
対象業種　市営建設工事、建設関
連業務委託、修繕
開始時期　10月１日㈮以降に行わ
れる指名競争入札から適用
問い合わせ　市財政課（☎27 -
8416）

指名競争入札の設計図書などが
オンラインで閲覧できるようになりました

蔵書点検期間　10月１日㈮～29日
㈮
※期間中、一部図書の貸し出しが
できない場合があります
※期間中に図書の蔵書データを読
み取るボランティアを募集してい
ます
詳しくは、お問い合わせください
臨時休館　10月19日㈫～22日㈮
ただし、移動図書館車は運行しま
す
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

図書館の蔵書点検に伴う
ボランティア募集と臨時休館

　10月１日㈮以降に市が発注す
る物品賃貸借案件の指名競争入札
から、納入業者がリース業者など
を介して貸し付けすること（第三
者賃貸方式）を可能としました。
指名通知書の送付後、第三者賃貸
方式により入札に参加を希望する
業者は「自ら及び第三者をして貸
し付けできる能力を有することの
証明書」を定められた期限までに
提出してください。様式は、市の
ホームページからダウンロードで
きます。
提出・問い合わせ　市財政課（☎
27-8416）

物品賃貸借案件において第三者賃貸方式
（三者間契約）が可能になりました
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日　　時
10月23日㈯10時～12時

場　　所
橋野鉄鉱山一番高炉東側
（橋野第一国有林）

内　　容
橋野鉄鉱山の周辺の森林を保
護・管理し、後世に残してい
くため、スギの枝打ち作業な
どを行います

募集人数
20人程度（小学４年生以上）

※事前申込制
募集期間

10月１日㈮～８日㈮

しごと・くらしサポートセンター
（イオンタウン釡石２階）

10月のセミナー
（無料）

【市民向けセミナー】
■イライラの感情と上手に付き合うアンガーマネジメント（オンライン開催）
　日時　10月23日㈯13時30分～15時30分　定員　20人
■すてっぷあっぷサロン（完全予約制）
　①セルフハンドトリートメント＆しごと・くらしのおしゃべり会
　日時　10月12日㈫10時30分～12時　定員　８人
　②ちょっと気になるフリーランスのおはなし会
　日時　10月26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３回「女性が働きやすく、働きがいがある職場はみんなでつくる！」
　社員参加型プチワークショップ（オンライン開催）
　日時　10月12日㈫13時30分～15時30分　定員　30人
※ 新型コロナウイルスの感染状況により、全てオンライン開催に変更す
る場合があります
※詳細や最新情報は、ホームページをご覧ください

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

研修期間　11月13日㈯～12月４日
㈯の間で講義５日間、保育施設での
実習２日間　原則として９時～17時
場所　鵜住居公民館他
対象　市内在住または市内の幼児教
育施設に従事し、将来的に次のいず
れかへの従事を希望する人
①保育所でのみなし保育士　②子育
て支援センター　③小規模保育事
業・一時預かり事業　④ファミリー
サポートセンターの提供会員（有償
ボランティアによる託児）に興味の
ある人
※就職をあっせんするものではあり
ません
募集人数　５人程度　※先着順
費用　2,750円（テキスト代）
申込期限　10月８日㈮
申込方法　申込書を持参、郵送また
はFAXで提出（所属施設、市子ども
課に備えつける他、市のホームペー
ジからダウンロードできます）
※研修日程などの詳細は、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
※新型コロナウイルスの感染状況に
より日程を変更する場合があります

対象　市内に在住または在勤の人
場所　働く婦人の家
受付　10月５日㈫８時30分～（先着順）
申込方法　窓口または電話でお申し込みください
内容
No. 科目 定員 日時 持ち物 受講料

（教材費）

１ 秋の寄せ植え講座 10人 10月15日㈮10時～12時 軍手 2,000円

２
編物講座
（かぎ針で作る
　模様編みベスト）

10人
10月19日、26日、
11月２日（毎回火曜日）
10時～12時

かぎ針６号 4,500円

３
キルト講座
（キルトで作る
　クラッチバッグ）

６人
10月23日、30日、
11月６日（毎回土曜日）
10時～12時

裁縫セット 1,800円

４
ナタリーのヨガ講座
（女性限定）
【夜間コース】

８人 10月30日㈯18時～20時
タオル、ヨガマット
水分補給用の飲物 無料

５ ナタリーのヨガ講座
（女性限定） ８人 10月31日㈰10時～12時

タオル、ヨガマット
水分補給用の飲物 無料

６
中華料理講座
（かんたん酢豚・ワン
タンスープなど）

10人 11月19日㈮10時～12時
エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

７
かんたんに作れる
イタリアンソーセージ
講座

10人 11月30日㈫10時～12時
エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

８ 和食料理講座
（かんたんおせち） 10人 12月３日㈮10時～12時

エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

９ ピザ講座
（クリスマスピザ） ８人 12月７日㈫10時～12時

エプロン、三角巾
密閉容器 1,000円

10
生け花講座
（正月をお花で
　飾りましょう）

20人
12月28日㈫
10時～12時（時間内の
都合の良い時間）

花切りばさみ
花包み 2,000円

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります
※受講の際は、事前に検温、マスクの着用をお願いします

申し込み・問い合わせ
市子ども課 次世代育成係
〒026-0025 大渡町３-15-26
　市保健福祉センター２階
☎22-5121　FAX22-6375

申し込み・問い合わせ
働く婦人の家　小川町4-2-5　☎23-2017

子育て支援員研修 「釡石市働く婦人の家」後期定期講座

橋野鉄鉱山稼働時代の
森づくり育樹祭

受 講 者 募 集

申し込み・問い合わせ
市世界遺産課 世界遺産係　☎22-8846

…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

参加者
募集

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

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　10月17日㈰、23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　10月21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）
ひとり親家庭の親等のための
無料法律相談（要予約）

日時　11月１日㈪10時～15時
会場　沿岸広域振興局２階　相談室
対象　ひとり親家庭の人
費用　無料
内容　弁護士による、離婚や養育費
についてなど、困りごとや悩みごとの
相談
申し込み・問い合わせ
県沿岸広域振興局　保健福祉環境部
☎25-2713
（一社）岩手県母子寡婦福祉連合会
☎019-623-8539
宮古児童相談所巡回相談（要予約）
日時　11月４日㈭10時～15時
場所　保健福祉センター９階
内容　子どもの養育や療育への助
言・指導、必要により心理学的判定を
実施
申込期限　10月22日㈮
申し込み・問い合わせ　市子ども課
（☎22-5121）

　釡石市介護支援専門員等研修会を兼ねて開催します。
日時　10月28日㈭　13時30分～16時30分
場所　チームスマイル・釡石PIT　※オンライン（Zoom）参加も可能
対象　高齢者支援に関心のある市民、釡石広域の介護支援専門員、医
療・介護にかかわる専門職
内容　その人を支え、援助者を支え、地域を支える事例検討会
申込期限　10月21日㈭
その他　主任介護支援専門員更新研修受講要件「法定外研修」として、
受講証明書を発行します。

申し込み・問い合わせ　市地域包括支援センター　☎22-2620

「ささえる事例検討会in釡石」参加者募集

　行政相談は、役所（国、県、市町村）や郵便局などの独立行政法人・
特殊法人などの仕事に関して、困っている事や要望したい事について相
談に応じ、その解決の促進を図るものです。この週間にちなみ、相談所
を開設しますので、お気軽にご利用ください。東日本大震災に係る相談
も受け付けます。
※秘密は厳守します

期日 時間 場所
10月20日㈬ 13時30分

～16時

平田地区生活応援センター
10月21日㈭ 市消費生活センター
10月22日㈮ 唐丹地区生活応援センター
対応　行政相談委員（市川淳子、高田健二）
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合が
あります。詳しくは、市のホームページをご覧ください

10月18日㈪～24日㈰は行政相談週間です
無料相談所を開設します

問い合わせ　市総務課 行政係　☎27-8411

　10月12日㈫から胃がん検診が始まります。受検票は10
月上旬に発送予定です。日程や会場は、市のホームページ
を確認していただくか、お問い合わせください。

対　象　40歳以上の人（令和４年３月31日時点）
内　容　胃部レントゲン撮影（バリウム検査）
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、
生活保護受給者は無料

申し込み・問い合わせ　市健康推進課　成人保健係　☎22-0179

胃がん検診を受けましょう
●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。
申込期間　10月４日㈪～10月22日㈮
８時30分～17時15分（土・日曜日、祝日を除く）
※ 過去の疾患や、健康状態によっては受検できない場合が
あります。不安のある人は、ご相談ください
※ 新型コロナウイルスの感染状況により中止
する場合があります

　子どものむし歯予防と歯を強くすることを目的にフッ化物塗布事業
を実施します。
日 時 10月24日㈰　〈受付〉10～11時および13～14時
場 所 市保健福祉センター９階　研修室
対 象 市内在住の１歳から12歳（小学６年生）
申込期間 10月1日㈮～20日㈬　※先着順
費 用 無料
持 ち 物 母子健康手帳

令和３年度　釡石市フッ化物塗布事業（予約制）

申し込み・問い合わせ　市健康推進課 母子保健係　☎22-0179

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります
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幼稚園児を募集します
●募集対象　市内に住む平成28年４月２日から平成31年４月１日までに生まれた児童
●募集内容
施設
区分 施設名 所在地 問い合わせ

年齢別の募集人数（人）
給食 バス 選考

方法3歳児 4歳児 5歳児
幼稚園 市立鵜住居幼稚園 鵜住居町13-103-1 ☎28-1733 15 15 15 － － 面接

認定
こども園
（幼稚園
　　部分）

かまいしこども園 天神町5-13 ☎27-8273 5 5 5 〇 － 先着順
甲東こども園 野田町4-6-8 ☎23-7290 20 ４ 12 〇 〇 面接

正福寺幼稚園 甲子町10-8-4 ☎23-6885 13 ９ ７ 〇 〇 先着順
面接

平田こども園 大字平田4-10-2 ☎26-5353 5 ２ ０ 〇 － 書類選考
市立上中島こども園 上中島町3-5-17 ☎23-7967 5 ３ 3 〇 － 先着順

●募集期間　10月11日㈪～29日㈮
●申込方法　希望する施設へ直接お申し込みください
●保育料　無料。ただし、教材費や給食費、バス代などは利用に応じて実費分を園で徴収します
●その他　全ての園で教育時間前後と長期休暇中に預かり保育を実施しています。利用に応じて実費負担があります
※ 今回の募集は、幼稚園と認定こども園幼稚園部分のみです。保育所などの募集は、広報かまいし１１月１日号でお知ら
せします

令和４年４月入園

問い合わせ　市子ども課 次世代育成係　☎22-5121

問い合わせ　釡石市民ホールTETTO　☎22-2266

問い合わせ　市スポーツ推進課 ラグビーのまち推進係　☎27-5712

桑島法
ほ う

子
こ

 朗読夜20周年記念公演「シグナルとシグナレス」

いわて・かまいしラグビーメモリアルイベントを開催します11/14㈰

■日　時　10月10日㈰　13時30分（13時開場）
■場　所　釡石市民ホールTETTO ホールA
■入場料　全席指定　一般　　　3,000円
　　　　　　　　　　高校生以下1,500円（当日各500円増）
■出　演　桑島法子（朗読）、武藤良明（ギター）
■ゲスト　小川しし踊り
■朗読予定作品　宮沢賢治・作「シグナルとシグナレス」
　　　　　　　「永訣の朝」「鹿踊りのはじまり」他
■ プレイガイド　釡石市民ホール、東山堂釡石事業センター、イオン
スーパーセンター釡石店、シーサイドタウンマスト　他

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります

　岩手県出身の人気声優、桑島法子さんの朗読ライブ「朗読夜」20周年記念公演です。宮古市出身
のギタリスト武藤良明さんと創り出す賢治の世界をお楽しみください。

いわて・かまいしラグビーメモリアルマッチ キックオフ　12時
会 場 釡石鵜住居復興スタジアム
対戦カード 釡石シーウェイブスRFC対コベルコ神戸スティーラーズ
入 場 者 数 3,000人（スタジアム常設席6,000人の１/２）
観戦チケット 入場無料・県内在住者に限定

チケットの
申 込 方 法

インターネットまたは釡石会場か盛岡会場での申し込み
○インターネットでの申し込み：10月13日㈬～31日㈰
○会場での申し込み（10月下旬）：釡石会場（シープラザ釡石）、盛岡会場（IBC岩手放送）
11月１日㈪：抽選　４日㈭：チケット発送

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります
※ イベント、チケット申し込みの詳細は、広報かまいし10月15日号または市のホームページ（10月上旬公開）をご覧
ください

いわて・かまいしラグビーファンゾーン
会場　釡石鵜住居復興スタジアム周辺
内容　ステージイベント、飲食ブース出展、
　　　復興情報の発信など（申込不要）

武藤良明武藤良明さんさん（ギター）（ギター） 桑島法子桑島法子さんさん（朗読）（朗読）
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