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※「すこやかアイドル」では、お子さんの笑顔とご家族のメッ
セージを紹介します。
　１～５歳くらいのお子さんの写真を広報に掲載しませんか？
　市広聴広報課（☎27-8419）までぜひご連絡ください
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いつも元気な朔くんが

大好きだよ。

ニコニコ笑顔♡
元気に育ってね！

にこにこ笑顔の穂が大好き！
すくすく元気に育ってね！
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姉妹仲良く大きくなってね！

第５回

おうち●deフィットネス
毎日5分の健康習慣！ 問い合わせ　市健康推進課　☎22-0179

協力：釡石市体育協会　佐久間定樹さん

息をはきながら6秒間、はずみをつけずに全力で行いましょう！
腹筋と下半身が鍛えられます

ここが
ポイン

ト

正月太りを解消！
　今日からレッツ貯筋！

寒くて外での運動が面倒なこの時期に、自宅でできる簡単
筋肉トレーニングをぜひお試しください。

❶ イスに座り片足を上げる
❷ 同じ側の手をひざの上に置き、
　足を胸の方へ引き寄せるように
　押し合う
❸ 左右３セットほど行う

❶ イスに座り片足を上げる
❷ 反対側の手をひざの内側にあて、
足と手それぞれ内側方向に力を

　加える
❸ 左右３セットほど行う 寝ながらでもトレーニングできます

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

受付期限 ２月18日㈮
　入所要件を満たす場合は、東日本大震災で被災していなくても全
ての復興住宅に入居できるようになりました。ただし、震災で住宅
を失った世帯などが優先されます。入居要件の確認が必要ですの
で、まずは、お問い合わせください。
◆入居指定日　４月１日㈮
※募集する住宅などの詳細は、広報かまいし２月１日
号をご覧ください

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

市営住宅・復興住宅の入居者を募集しています

期間　３月11日㈮までの土・日
曜日、祝日の17時～19時
内容　地域の廃食油をリサイクル
して作ったバイオディーゼル燃料
（BDF）を使って、根浜キャンプ場
に今年度作られた避難階段を竹灯
篭で灯します。
※見学無料
問い合わせ　根浜シーサイド（☎
27-5455）

エコなBDF発電で
竹灯篭を灯します

　（一財）自治総合センターは、
宝くじの社会貢献広報事業とし
て、宝くじの受託事業収入を財源
にコミュニティ活動に対する助成
を行っています。箱崎町の白浜町
内会は、この事業の採択を受けて
発電機を整備しました。

問い合わせ　市防災危機管理課
（☎27-8441）

コミュニティ助成事業（宝くじ
の助成金）で整備しました

期間　２月15日㈫～28日㈪
場所　市市民課待合室および各地
区生活応援センター（釡石地区を
除く）
問い合わせ　市市民課（☎27-
8450）

令和２年11月から令和３年10月までの
住民票の閲覧状況を公表します

　岩手県沿岸知的障害児施設組合
「はまゆり学園」は３月31日に閉
園します。閉園に当たり、50年間
の写真などを展示しています。
期間　３月25日㈮までの９時～
17時
場所　はまゆり学園（宮古市崎山
５-88）
※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
問い合わせ　はまゆり学園（☎
0193-62-0759）

はまゆり学園50年のあゆみ展
を開催しています

日時　３月４日㈮１時～２時の間
の約３分間
理由　NTT電話交換機工事のため
対応　お知らせした時間帯に119
番がつながらない場合は、携帯電
話から☎090-7664-5052におか
けください。
問い合わせ　釡石大槌地区行政
事務組合 消防本部通信指令セン
ター（☎22-0119）

119番が受信できない時間が
あります

　市営建設工事、または建設関連
の業務委託の請負を希望する業者
は、名簿登録が必要ですので資格
審査申請書を提出してください。
申請は、これまで紙媒体での提出
としていましたが、今回から電子
媒体での提出に変更しました。電
子媒体での提出が難しい場合は、
事前に財政課契約係へご相談くだ
さい。なお、今回は追加申請の受
付となりますので、昨年度に登録
済みの業者は市税の納税証明書の
みを提出してください。
　申請方法などの詳細は、市の
ホームページをご確認ください。
受付期間　３月１日㈫～18日㈮
有効期間　令和４年度
提出先・問い合わせ　市財政課
（☎27-8416）

市営建設工事等請負資格審査申請
（追加申請）を受け付けます

　専門スタッフや弁護士がお金や
暮らしに関する悩みなどを丁寧に
聴き取りし、一緒に解決の糸口を
見つけます。
日時　３月５日㈯10時～16時　
※相談無料（事前申込制）
場所　信用生協釡石事務所
対象の相談　①お金の問題（多重
債務問題など）②遺産相続③不動
産売買④税金など公共料金の滞納
⑤DV・離婚問題⑥その他くらし
に関する悩み事
申し込み・問い合わせ　信用生協
釡石事務所（☎0120-101-965、
中妻町１-４-20　第一豊後ビル
１階）

「解決の糸口を見つけに行こう！」
相談会

日時　３月18日㈮９時～16時30分
会場　釡石高等職業訓練校（大字
平田３-75-１）
受講料　8,750円 
持ち物　筆記用具、作業服、作業
靴、安全帽、印鑑（スタンプ印以
外）、昼食
対象　市内在住のおおむね60歳
以上の人
定員　20人※参加者多数の場合
は、入会希望者を優先します
申込期限　３月４日㈮
申し込み・問い合わせ　釡石市シ
ルバー人材センター（☎22-2182）

受講者募集
刈払機取扱作業者安全衛生教育
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２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

３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

４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

８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

９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

10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㈮
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

12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

15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

17日㈭
双葉学童育成クラブ 15:00～ 15:30

23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

25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」

３月巡回日程３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）

３月の休館日
7日、14日、21日、22日

28日、31日

対　象　三陸鉄道沿線市町村に在住の小学生および高齢者（65歳以上）
実施日　【小学生対象】３月13日㈰、３月20日㈰の定期列車
 【高齢者対象】２月17日㈭、３月13日㈰、
　　　　　　　　　　　３月17日㈭の定期列車
手続き　
・ 本人確認書類（保険証、運転免許証など）を持参の上、
三陸鉄道の有人駅で利用券申請手続きをしてください
・ 利用券を三陸鉄道ホームページからダウンロードして乗
車する人は、乗務員に本人確認書類を提示してください

問い合わせ　三陸鉄道旅客営業部　☎0193-62-7000

三陸鉄道　小学生・高齢者向け「無料乗車デー」を実施します

　水産による教育・研究・他地域での取り組みの紹介を通じて「魚
のまち釡石」復活に向けた新たな取り組みの可能性を考えるため、
水産・海洋研究フォーラムを開催します。
日時　２月25日㈮13時30分～17時
場所　チームスマイル・釡石PIT ※オンライン参加可能
※事前申込制　申込期限　２月21日㈪
申込方法　申込用紙に記入の上、FAXまたはメールでお申し込みく
ださい。申込用紙は、各地区生活応援センターおよび漁協に備え付
ける他、市のホームページからダウンロードできます
※新型コロナウイルスの感染状況により、一部変更または中止とな
る場合があります

申し込み・問い合わせ　市水産農林課 水産振興係
☎27-8427　FAX22-1255　  suisan@city.kamaishi.iwate.jp

令和３年度
水産・海洋研究フォーラムin釡石を開催します

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

網の規格　1反：高さ2m、長さ
50mのポリエチレン製
申込方法　市水産農林課、各地区
生活応援センターに備え付けのシ
カ防護網配付申請書と野生鳥獣被
害状況調査票に必要事項を記入の
上、お申し込みください。電話で
の申し込みはできません。
申込期限　2月25日㈮
負担額　　1反当たり2,000円（1
世帯3反まで）
※希望者が多数の場合は、調整し
ます。申込者には3月中旬までに
決定通知書を送付します。網の配
付は3月下旬の予定です
問い合わせ　市水産農林課（☎
27-8426）

シカ防護網を
有償あっせんします

日時　3月17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・問い合わせ　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）
で受け付けます

出張年金相談
（要予約）

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　２月24日㈭、３月９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　３月３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　３月４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）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　３月15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）

交通事故相談（要予約）
日時　３月16日㈬13時～15時
場所　市消費生活センター
対応　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

休日当番医・薬局・歯科医（３月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

6 日
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

おおぞら薬局 ☎31-2030

13 日
小笠原内科クリニック

上中島町
☎25-2580

中田薬局上中島店 ☎21-2050

20 日
釡石ファミリークリニック

大渡町
☎31-1616

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

21 月・祝
植田医院

大槌町
☎42-2130

つくし薬局本店 ☎42-8500

27 日
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎42-7788

菊屋薬局 ☎42-3526
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
6 日 平松歯科医院 野田町 ☎25-0315
13 日 歯科福成医院 新町 ☎25-0105
20 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎23-1111
27 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎55-6480

夜間納税相談
期日　２月25日㈮、28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　２月27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（１月）
男 14,921人（－ 34人）
女 16,424人（－ 34人）

合　計 31,345人（－ 68人）
世　帯 15,881世帯（－30世帯）

※（　）は前月比

今月の
納　 税

【固定資産税４期】
【国民健康保険税８期】
納期限＝２月28日㈪

各種計画案への意見を募集します

釡石市DX基本計画（案）
　市は、デジタル化による豊かな市民生活の実現と、その実現に向けた
「デジタル技術やデータを活用した新たな市民サービスの創出」と「DX
によるまちづくり」を推進するため、その方針となる基本計画を策定し
ます。
● 募集期間　2月15日（火）～3月14日（月）

第３次釡石市障がい者福祉計画（後期計画）（案）
　市は、障がい者福祉の充実に向け「第３次釡石市障がい者福祉計画
（後期計画）」（案）をまとめました。この計画は、障がいのある人が
住み慣れた地域で自立し、「自分らしい暮らし」を実現するため、障が
いのある人やその家族のニーズを的確に捉え、さらなる障がい者福祉の
充実を図るために策定します。
● 募集期間　2月17日（木）～3月18日（金）

● 資料の備え付け場所　市市民課、市教育センター、市保健福祉セン
ター、各地区生活応援センター、図書館、市広聴広報課、各計画の担
当課、市身体障害者福祉センター（障がい者福祉計画）

　※市のホームページでも確認できます
● 記載する内容　提出する意見とその理由（計画書のどの部分に対する
意見かを記載）、住所、氏名、電話番号、市外の人は勤務先または通
学先

● 提出先　持参、郵送、FAX、メールなど文書でのみ受け付けます。
　市広聴広報課へ提出いただくか「みんなの声の箱」へ投函してください。
　〒026-8686 只越町3-9-13　FAX22-2678
　e-mail : koutyou@city.kamaishi.iwate.jp
● 「みんなの声の箱」設置場所　市役所第1庁舎、各地区生活応援セン
ター、市教育センター、図書館、市保健福祉センター

問い合わせ　市総務課 職員係　☎27-8411

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177
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