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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

３日㈮
唐丹公民館前 10:30～ 11:00
栗林町仮設団地跡 13:00～ 13:30
砂子畑集会所前 13:40～ 14:10

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

８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

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

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

21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

22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

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

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

1212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）
12月の休館日　６日、13日、
20日、27日、29日、30日、31日

　一酸化炭素（無臭）が室内に漏
れ出し、死亡事故に至る恐れがある
ため、1985（昭和60）年から1992
（平成４）年製のナショナル「FF式
石油暖房機」（25機種）がリコール
対象製品となっています。
　リコール対象製品には、屋外に
給排気筒または煙突があります。
　心当たりがある人は直ちに使用を
中止し、ご連絡をお願いします。
※リコール対象製品の品番は、パ
ナソニックのホーム
ページでご確認くだ
さい
連絡先・問い合わせ
　パナソニック㈱
（旧社名　松下電器産業㈱）FF
市場対策本部　フリーダイヤル 
☎0120-872-773、FAX0120-
870-779　受付時間：９時～17時

ナショナル FF式石油暖房機
リコールのお知らせ

日時　11月28日㈰13時～
会場　釡石教育会館（大渡町1-5-
21）
講師　阿部直樹さん（そらをみた会
代表、家族相談士）
テーマ　「SOSの受け止め方と対
応について」
参加費　1,000円
定員　先着15人（事前申込制）
申し込み・問い合わせ　虹の会（釡
石地区父母会）☎090-6251-4311

不登校・ひきこもり学習会

　岩手県共同募金会は、地域の福
祉向上を目的に活動する県内のボ
ランティア・NPO団体、自治会
などの事業を支援します。
申請期限　12月15日㈬
助成対象　地域の福祉活動に直接
使用する機器・用具、備品の購入
経費
助成額　　１万円～20万円
申し込み　申請書を釡石市社会福
祉協議会に提出してください※実
施要領と申請書は、
岩手県共同募金会の
ホームページからダ
ウンロードできます
問い合わせ　岩手県
共同募金会（☎019-637-8889）

「令和4年度福祉の
まちづくり支援事業」の募集

　岩手弁護士会は、高齢者・障が
い者を対象とした相談会を開催し
ます。
日時　11月24日㈬13時～17時
内容　法律や介護、福祉サービ
ス、年金などの相談に、電話や面
接で応じます。
相談方法　面接相談（岩手県福祉
総合相談センター３階、盛岡市本
町通３-19-１）、電話相談（☎
019-625-0110）
問い合わせ　東

し ょ う じ
海林法律事務所

（☎019-623-9511）

高齢者・障がい者なんでも
110番を開催します各種相談各種相談

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　11月24日㈬、12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　12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　12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　12月14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

出張年金相談（要予約）
日時　12月16日㈭10時～15時30分
場所　青葉ビル
内容　社会保険相談（事業所含
む）、国民年金・厚生年金相談
申し込み　基礎年金番号が分かるも
のを用意し、宮古年金事務所（☎
0193-62-1963）で電話受け付け
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　12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（12月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

５ 日 植田医院 大槌町 ☎42-2130
つくし薬局本店 ☎42-8500

12 日 釡石整形外科クリニック 大渡町 ☎31-1881
はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

19 日 かまいしベイ眼科クリニック 港町 ☎27-7311
おおぞら薬局 大渡町 ☎31-2030

26 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

31 金 藤井クリニック 只越町 ☎27-8857
ツルハドラッグ釡石店 ☎31-2268

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 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480
12 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎36-1182
19 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
26 日 工藤歯科クリニック 大町 ☎22-6480

夜間納税相談
期日　11月29日㈪、30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　11月28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（10月）
男 15,006人（－ 31人）

女 16,529人（－ 33人）

合　計 31,535人（－ 64人）

世　帯 15,971世帯（－20世帯）
※（　）は前月比

今月の
納　 税

【国民健康保険税５期】
納期限＝11月30日㈫

　児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。
　虐待を受けたと思われる子どもがいる、子育てに悩んでいる保護者が
いる、そのようなときは児童相談所や市の窓口にご連絡ください。

令和３年度児童虐待防止推進月間標語
189（いちはやく） 「だれか」じゃなくて 「あなた」から

11月は「児童虐待防止推進月間」です

【全国共通】児童相談所虐待対応ダイヤル　☎189
（お住まいの地域の児童相談所につながります）

市子ども課　☎22-5121

　基礎調査とは、土砂災害防止法
に基づき「土石流」「急傾斜地の
崩壊」「地すべり」によって起こ
る土砂災害の恐れのある区域の地
形、地質、土地利用状況などを現
地調査するものです。
　調査に当たり、調査員が土地に
立ち入る場合がありますのでご理
解、ご協力をお願いします。
※調査員は岩手県発行の身分証明
書を携帯しています
調査期間　令和４年３月まで
問い合わせ　沿岸広域振興局 土
木部 復興まちづくり課（☎27-
5574 FAX21-1106）

「土砂災害防止法基礎調査」
を実施します

　毎年12月３日から９日は「障
がい者週間」です。
日時　11月27日㈯10時～14時
会場　釡石市民ホールTETTO
内容　福祉事業所・団体による
「まごころ物販会」、絵画や手芸
品などの作品展示会、ボランティ
ア・福祉活動PRパネル
問い合わせ　釡石市社会福祉協議
会（☎22-2310）

第28回釡石市ふれあい福祉まつり
～スクラム組んで思いやりの心を育もう～

「図書館クリスマス会」
日時　12月11日㈯10時30分～12時
場所　図書館　２階視聴覚室
内容　DVD上映、ハンドベル演
奏、絵本の読み聞かせなど
定員　先着30人（事前申し込み制）
「クリスマス図書展」
期間　12月10日㈮～25日㈯
場所　図書館 １階展示ホール
申し込み・問い合わせ　図書館
（☎25-2233）

図書館クリスマス会＆
図書展を開催します

日時　11月28日㈰10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休日窓口
を開設します
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