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 12月12日㈰、25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 12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）
障がいがある人への不利益な取扱い
解消などの相談窓口

日時 月〜金曜日（祝日、年末年始
を除く）８時30分〜17時15分
相談方法 市地域福祉課障がい福
祉係（☎22‑0177 市保健福祉セン
ター２階）へ電話または直接お越しく
ださい

電話相談
「こころ相談ホットライン」
（全国心理業連合会）
日時 土・日曜日10時〜21時
相 談 先 全 国 心 理 業 連 合 会（☎
090‑2971‑4014）

こども救急電話相談（岩手県医師会）
子どもの病気や事故への対処を看
護師がアドバイスします。
日時 年中無休 19時〜23時
相談電話 ☎♯8000（局番なし）、
☎019‑605‑9000
【募集】
会計年度任用職員
職種 事務補助員（移住定住相談
センター）
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㈭
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）
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『クリスマス列車』を運行します
日

時

料
金
募集人数
申込期間
内
容

12月25日㈯ 受付13時〜
釜石駅発13時25分 ➡ 盛駅 ➡ 釜石駅着15時28分
大人2,000円 小学生以下1,000円
36人（最少催行人数20人）
12月１日㈬〜20日㈪※先着順
☆紙芝居
☆三鉄クイズ、ビンゴ大会で
プレゼントがあります
☆ケーキ、ジュース付き

申し込み・問い合わせ

三陸鉄道㈱釜石駅

☎22‑1616

犯罪被害者支援窓口をご利用ください
犯罪被害に関する相談窓口や各種支援施策を紹介します。
【警察】
県警察本部県民課被害者支援室 ☎019‑653‑0110
性犯罪被害相談 ☎＃8103 または ☎0120‑797874
【（公社）
いわて被害者支援センター】
（土・日曜日、祝日を除く10時〜17時）
事件・交通事故の被害相談 ☎019‑621‑3751
性犯罪被害相談 ☎＃8891 または ☎019‑601‑3026
問い合わせ

釜石警察署 警務課

☎25‑0110

県立美術館協議会委員を公募します
県立美術館の運営に対し県民の幅広い意見を反映させるため、委員の
一部を県民の皆さんから公募します。
募集人員 １人
任
期 令和４年３月１日から２年間
応募資格 次の⑴〜⑶すべてに該当する人
⑴県内に在住の20歳以上（令和４年３月１日現在）の人
⑵調査審議する内容に関して十分な見識を有している人
⑶年１〜２回、平日に開催される協議会に出席できる人
応募方法 受付期限 12月24日㈮必着
提出書類 応募申込書兼履歴書１通
作文「岩手県立美術館について考えること」
800字程度
提出方法 直接持参、郵送または電子メール
提出・問い合わせ

県教育委員会事務局 生涯学習文化財課 生涯学習担当
〒020-8570 盛岡市内丸10-1
☎019-629-6171、 DB0005@pref.iwate.jp

いわて年末年始無災害運動（12月１日〜令和４年１月31日）

「あなたの安全家族の願い 年末年始も無災害」
これから迎える年末年始は、慌ただしさに加え、凍結、
積雪などの自然要因も加わり、労働災害のリスクが高まる
時季です。凍結路面での転倒、車両のスリップ事故など冬
特有の労働災害の防止に努めましょう。詳しくは、岩手労
働局ホームページをご覧ください。
問い合わせ

岩手労働局 健康安全課

岩手労働局の
ホームページ

☎019‑604‑3007

マイナンバーカード休日窓口を
開設します
日時 12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）

ま

ちのお知らせ
Information

「アナログ回線に戻すと安くなる」という
電話勧誘にご注意ください
「光回線からアナログ回線に戻すと電話料金が安くなる」という電話
勧誘があり、アナログ回線に戻すための契約だと思って承諾したら、高
額な手数料を請求された、知らないうちにサポートサービスを契約して
いた、という相談が寄せられています。
光回線をアナログ回線に戻す場合は、自分で現在の契約先や回線事業
者に問い合わせましょう
「安くなる」と言われてもすぐに契約せず、相手事業者名や契約内容
を確認し、慎重に決めましょう
必要がない時には「お断りします」と、きっぱり断りましょう
契約書面が届いたらそのままにせず、すぐに確認しましょう
契約後であっても一定の期間内であれば無条件で契約解除できる場合
があります
困った時には、消費生活センターにご相談ください
問い合わせ

市消費生活センター ☎22‑2701

消費者ホットライン188をご利用ください
消費者ホットライン188（局番なし）は、お近くの消費生活セン
ターなどの消費生活相談窓口を案内することにより、消費生活相談の最
初の一歩をお手伝いするものです。
消費者トラブルなどで困っている場合は、一人で悩まず、全国どこか
らでも3桁の番号でつながる消費者ホットライン「188」にご相談く
ださい。
問い合わせ

市消費生活センター ☎22‑2701

「いわて女性のスペース・ミモザ」
を
ご利用ください
コロナ禍のせいか、なんとなく不安や孤独を感じる。
困っているけれど、どうしたらいいかわからない。
県は、そんな女性が安心して相談できる場所として
「いわて女性のスペース・ミモザ」を開設しています。
相談受付のほか、サロンや出張相談を行っています。ま
た、利用者でお困りの人には生理用品をお渡ししていま
す。相談や利用は無料です、お気軽にご利用ください。
問い合わせ
ミモザ北 ☎090‑6457‑7887、 iwate.mimosa@gmail.com
14時〜20時（火・金曜日）
、12時〜18時（水・土曜日）
ミモザ南 ☎090‑1375‑4103、 sodan@manmaru.org
9時〜17時（月〜金曜日）

令和４年釜石市新年交賀会を
中止します
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、令和４年１月に開催を
予定していた釜石市新年交賀会を
中止します。
問い合わせ 市総務課秘書係（☎
22‑2111 内線111）

【募集】自衛官候補生、
陸上自衛隊高等工科学校生徒
※①応募期限②試験日③応募資格
【自衛官候補生】
（実施しないこと
があります）
①令和４年１月17日㈪
②２月10日㈭
③18歳以上33歳未満の者
【陸上自衛隊高等工科学校生徒】
①令和４年１月14日㈮
②１月22日㈯または１月23日㈰
③中学卒業（見込含）17歳未満の
男子
問い合わせ 自衛隊釜石地域事務
所（☎23‑7854）

歌とナレーションでつづる
クリスマスコンサート
日時 12月19日㈰13時30分〜
場所 釜石市民ホールTETTO
ホールB
内容 【第１部】本当のクリスマス
【第２部】皆様とご一緒のひととき
入場料 無料
問い合わせ 歌による出会いコン
サート企画（渡邊☎070‑5527‑
8689）

年末のくみ取りの申し込みは
お早めに
年末は、くみ取りの申し込みが
混み合います。お早めにお申し込
みください。
申込期限 12月10日㈮
申し込み・問い合わせ 釜石清掃
企業㈱（☎23‑7520）
広報かまいし 2021.12.1
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