
開催期間　12月17日㈮～26日㈰
※20日㈪は営業休止、26日㈰は17時まで
時間　9時～21時
場所　釡石市民ホールTETTO ギャラリー
入場料　無料

　釡石・大槌在住の作家さんを全4回にわたって
紹介するシリーズ「art at TETTO」。3回目は
市内在住の小笠原梓さんにスポットを当てます。
また、12月18日
㈯、19日㈰はワー
クショップも開催
します。ぜひご参加
ください。
【内容】
小笠原梓さんのイ
ラストや商品化さ
れた作品、劇団の
衣装などを展示し
ます
【ワークショップ】
エアープランツポット作り
「草はえるん人を作ろう！」
日　時　12月18日㈯、19日㈰13時～15時
定　員　各日5人
参加費　500円

　市は、令和４年４月に支線部バスのダイヤ改正を予定し
ています。それに伴い、地域住民と意見交換をする「地区
懇談会」を開催します。

地区 開催日 時　間 会　場

栗橋
地区

12／20㈪ 10：30～ 橋野ふれあいセンター和室

12／22㈬ 10：30～ 栗林地区消防コミュニティ
センター

唐丹
地区

12／20㈪ 13：30～ 荒川集会所会議室

12／22㈬
13：30～ 大石地区コミュニティ

消防センター
15：00～ 片川集会所

12／23㈭

13：00～ 唐丹公民館
（生活応援センター）

14：30～ 花露辺復興住宅集会所

16：00～ 本郷地区コミュニティ
消防センター会議室

平田
地区 12／21㈫

10：30～ 平田集会所大会議室
13：30～ 佐須集会所会議室
15：00～ 尾崎白浜集会所会議室

鵜住
居
地区

12／24㈮
10：00～ 日向・新川原集会所
15：00～ 箱崎白浜集会所

12／25㈯
10：00～ 川目集会所
13：00～ 根浜集会所
15：00～ 桑ノ浜集会所

１／8㈯ 13：00～ 箱崎集会所
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小笠原 梓 「イロトイロ」
支線部バスのダイヤ改正に関する

地区懇談会の開催

申し込み・お問い合わせ
釡石市民ホールTETTO　☎22-2266

お問い合わせ
市生活環境課 市民生活係　☎27-8451

問い合わせ　市水道事業所 ☎23-5881　8時30分～17時15分（土・日曜日、祝日を除く）

年末年始の水道の開始・
中止の届け出はお早めに
　12月29日㈬から１月３日㈪ま
で、水道の開始・中止のための
受け付けや開閉栓作業を原則行
いません。年内は12月28日㈫
正午まで受け付けます。

〈水抜きの方法〉
① 全ての水抜栓を時計回りに止まるまで回し、しっかり閉める
② 全ての蛇口を全開にし、残っている水を出しきる
③蛇口を閉める
※ 水抜栓のハンドルは、しっかり止まるまで回してください。半開
きなどの中途半端な状態は、漏水の原因となります
※ 水抜栓が、屋内のタッチパネル形式の場合は操作が異なりま
す。説明書などをご確認ください

　気温が氷点下２度以下になると、水道管の凍結や破損の可能性が高くなります。
　給水装置は利用者個人の所有物なので、凍結・破損に伴う修理費用などは利用者の
皆さんのご負担になります。凍結を防ぐには、就寝前やお出かけ前の水抜きが効果的
です。
　水道管が凍結した場合は、早めに市指定の給水装置工事事業者、または釡石市水道
工事業協同組合へ修理を依頼してください。
釡石市水道工事業協同組合　☎27-8368
受付時間　８時30分～17時（土・日曜日、祝日を除く）

水道管の凍結にご注意ください

給水装置工事事業者
（市のホームページ）
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12月20日㈪～1月7日㈮年末年始火災予防特別警戒
「みんなの願い、火災のない　お正月」

　一人一人が火の取り扱いに十分注意し、大切な生命と財産を火災から
守りましょう。また、石油ストーブを使用する際はカーテン、洗濯物な
どの燃えやすい物には注意してください。

釡石大槌地区行政事務組合消防本部　☎22-1642
釡石消防署　☎22-2526

問い合わせ　三陸鉄道㈱　☎0193-62-7000

三陸鉄道は『小中学生特別回数乗車券』の取り扱いを開始しました
利用期間　12月１日㈬～通年
有効期間　利用開始日から３カ月間
乗車券様式　三陸鉄道の希望区間が半額になる６枚つづり回数券
運賃〔中学生〕乗車区間の普通旅客運賃を半額とし、６枚つづりとする
　　〔小学生〕 乗車区間の子供普通旅客運賃を半額とし、６枚つづりと

する
　　　※10円未満端数切り上げ
　例： 釡石駅から鵜住居駅または唐丹駅
　　（普通旅客運賃310円、子供普通旅客運賃160円）
　　〔中学生〕310円×６枚＝1,860円を960円で販売
　　〔小学生〕160円×６枚＝960円を480円で販売
取扱駅　釡石駅、大槌駅、盛駅他

問い合わせ　 市総務課 職員係 
☎27-8411

職種・採用予定人数　土木、建
築、保健師：各1人程度
試験内容　ＳＰＩ3および専門
試験（マークシート方式）
※受験資格、申
込方法などの詳
細は、市のホー
ムページをご覧
ください
申込期限　1月11日㈫必着
試験日　１月23日㈰
会場　釡石市役所（予定）

市職員を募集します
（令和4年4月1日採用予定）

日時　１回目（構成・下絵）：１月
６日㈭９時30分～11時30分
２回目（製本・完成）：１月13日
㈭９時30分～11時30分
内容　世界に１つだけの絵本の制作
場所　図書館　２階視聴覚室
定員　10人（先着順）
※小学３年生以下は、保護者の同
伴が必要です
参加費　500円（材料費）
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

【参加者募集】
手づくり絵本教室

名称　岩手県事業復興型雇用確保
助成金
対象　県沿岸12市町村に所在
し、国または自治体の補助金・融
資事業などを活用している事業所
助成内容
①求職者を雇用した場合、１人当
たり３年間で最大120万円
②雇い入れに先立って住宅支援の
導入などを行った場合、１年間で
最大240万円
申請期限　１月31日㈪
問い合わせ　県商工労働観光部
定住推進・雇用労働室（☎019-
656-1571）

事業主の皆さんへ　雇用確保の
助成金申請を受け付けています

対象　市内在住の60歳以上の人
日時　12月23日㈭、１月27日
㈭、２月24日㈭、３月24日㈭い
ずれも10時～11時
場所　釡石市シルバー人材セン
ター事務局（浜町１-１-１　市営
釡石ビル２階）
※事前予約、持ち物不要
※この日程以外でも、事務所にて
個別に相談・説明が可能です
問い合わせ　釡石市シルバー人材
センター（☎22-2182）

（公社）釡石市シルバー人材センター
入会説明会を開催します

募集区画　９区画（普通墓地のみ）
使用料　45万円（４㎡）
年間管理料　2,480円
応募資格　市内に住民登録または
本籍がある人
※現在、大平墓園に墓地を所有し
ている世帯は除きます
申込期間　12月15日㈬～１月25
日㈫
申込書　市生活環境課および各地
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
決定方法　抽選による
抽選会の日時　２月11日（金・祝）
14時～
場所　釡石市民ホールTETTO 
ホールB
申し込み・問い合わせ　市生活環
境課（☎27-8451）

【募集】
大平墓園区画使用者

　「かまいしエール券」の使用期
限が迫っています。取扱店で食事
や買い物をして釡石を元気にしま
しょう。なお、取扱店のうち「い
わて飲食店安心認証制度」の指定
を受けたお店での積極的な利用を
お願いします。
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）

「かまいしエール券」の使用
期限は12月31日㈮までです

開催日・場所　１月16日㈰　八幡
平リゾートパノラマ＆下倉スキー場
※２月６日㈰、３月６日㈰にも別
のスキーツアーがあります
参加料（バス代）　大人5,000円、
中学生以下4,000円
問い合わせ　釡石市スキー協会事
務局（☎090-2793-0606）

【参加者募集】釡石市民
スキー日帰りバスツアー
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５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

６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

８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

12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

13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

14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

18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

21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

25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

26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

27日㈭
双葉学童育成クラブ 15:00～ 15:30

28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」

１月巡回日程１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）

１月の休館日　１日、２日、３日、４日、
10日、11日、17日、24日、31日

資料請求（無料）・問い合わせ
〒020-8550 盛岡市上田３-18-８
放送大学岩手学習センター　☎019-653-7414

　放送大学は、テレビ・インターネットで授業を行う通信制の大学で
す。働きながら大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな
目的で幅広い世代の人が学んでいます。

放送大学 　令和４年４月入学生を募集します

●大学説明会（予約不要）

釡石会場
日時　２月19日㈯14時～15時30分
場所　釡石情報交流センター　(大町１-１-10)
※13時～14時に公開講演会を開催します

盛岡会場
日時　 １月28日㈮、29日㈯、２月12日㈯、13日㈰、
　　　３月５日㈯ 各日10時～11時30分
場所　放送大学岩手学習センター

※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
●出願期限　１回目が２月28日㈪、２回目が３月15日㈫

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

日時　１月８日㈯10時～11時
場所　釡石市民ホールTETTO
内容　規模を縮小し式典のみ開
催。分列式は行いません。
※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。
また、一般の人は入場できません
問い合わせ　市危機管理監消防課
(釡石消防署内)（☎22-2525）

令和４年釡石市消防出初式　世界遺産「明治日本の産業革命
遺産」の構成資産で一斉ライト
アップを実施します。橋野鉄鉱
山でも開催しますのでご覧くださ
い。
日時　12月24日㈮、25日㈯16時
～20時
場所　橋野鉄鉱山（橋野高炉跡）
※暖かい服装でご来場ください
問い合わせ　市世界遺産課（☎
22-8846）

橋野鉄鉱山クリスマス
ライトアップ

　蜜蜂を飼育する人は、趣味で飼
育する人を含め、毎年、蜜蜂飼
育届を県に提出する必要があり
ます。蜜蜂を飼育する人（計画を
含む）は、１月１日現在の飼育群
数と年間の飼育計画を提出してく
ださい。届出の様式は、県の公式
ホームページからダウンロードで
きます。
提出期限　１月31日㈪
提出先・問い合わせ　沿岸広域振
興局農林部（☎25-2704）

蜜蜂の飼育者は飼育届の
提出を忘れずに

講習会番号　G21-175
日程　１月15日㈯と16日㈰の２
日間
申込期限　１月８日㈯※先着36人
費用　23,150円　※18歳以下は
9,850円
会場　釡石商工高校（大平町３-
２-１）
申し込み・問い合わせ　JARL遠
野アマチュア無線クラブ（〒028-
0533　遠野市綾織町上綾織3-22-
２☎0198-62-5190）

受講者募集　第４級アマチュア
無線技師養成課程講習会

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　１月12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）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　12月21日㈫、１月18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）

公証相談（要予約）
日時　１月６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　１月７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）
宮古児童相談所巡回相談（要予約）
日時　１月17日㈪10時～15時
会場　市保健福祉センター９階
内容　子どもの養育や療育への助
言・指導、必要に応じ心理学的判定
を実施
申込期限　１月６日㈭
申し込み・問い合わせ　市子ども課
☎22-5121

出張年金相談（要予約）
日時　１月20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

休日当番医・薬局・歯科医（１月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

1 土・祝 国立釡石病院 定内町 ☎23-7111
中田薬局小佐野店 小佐野町 ☎21-3355

2 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

3 月 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

9 日 堀耳鼻咽喉科眼科医院 只越町 ☎22-1005
パルム薬局 ☎22-3353

10 月・祝 道又内科小児科医院 大槌町 ☎42-2500
ひょっこり薬局 ☎27-5220

16 日 小泉医院 中妻町 ☎23-5157
ハロー薬局 ☎23-8455

23 日 神林医院 甲子町 ☎23-6635
中田薬局松倉店 ☎23-1230

30 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

休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
9 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎42-8418
16 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800
23 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎23-5478
30 日 小松歯科医院 大槌町 ☎42-7702

夜間納税相談
期日　12月24日㈮、27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　12月26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（11月）
男 14,980人（－ 26人）
女 16,511人（－ 18人）
合　計 31,491人（－ 44人）
世　帯 15,946世帯（－25世帯）

※（　）は前月比

今月の
納　 税

【固定資産税３期】
【国民健康保険税６期】
納期限＝12月27日㈪

問い合わせ　市地域福祉課 地域福祉係　☎22-0177

問い合わせ　（一財）岩手県建築住宅センター沿岸支所　大町１-４-７
　　　　　　　大町復興住宅４号棟１階　☎55-5742

交付時期　12月24日㈮から順次
対　　象　 第3次配分金の追加配分金の交付対象者（死亡、住家の全

壊・半壊）
義援金の金額

死亡または行方不明見舞金 対象者1人あたり 6,450円
住家損壊等見舞金（居住している住居が全壊） 1世帯あたり 6,450円
住家損壊等見舞金（居住している住居が半壊） 1世帯あたり 4,450円
※ これまでに義援金が振り込まれている口座へ入金しますので、新たな
申請は不要です。ただし、この1年間で受取人が死亡した場合または
受取人が受取口座を変更した場合は、ご連絡ください

　入居要件や申込方法など、詳しくはお問い合わせください。
募集戸数　1戸（先着順）
※同日での申し込み多数の場合は、抽選となります
申込開始 12月20日㈪～ 間 取 り 3DK
家 賃 月額45,000円 駐 車 場 なし

東日本大震災　災害義援金を追加交付します

市営釡石ビル（住宅）の入居者を募集します

問い合わせ
宮古年金事務所　☎0193-62-1963、市市民課 国保年金係　☎27-8450

　国民年金保険料の納付期限は翌月末です。（例：12月分の納期は１月末）
経済的に納付が困難な場合は、納付の免除・猶予制度がありますので、
ご相談ください。
　納付方法は、割り引きのある前納がお得です。希望される場合は、前
納用の納付書を送付しますので、宮古年金事務所までご連絡ください。
また、口座振替、クレジットカードによる納付も推奨しています。

国民年金保険料は期限を守って納付しましょう
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