
釡石応援ふるさと大使とは
　釡石の魅力発信やイメージアップを図り、情報提
供や助言を頂くために設けた制度で、釡石にゆかり
のある県外在住の人に委嘱しています。現在、各分
野で活躍する28人の大使がいます。詳しくは、市の
ホームページをご確認ください。

税の申告期限・納期限をご確認ください
　 令和３年分の税の確定申告期限などは次のとおりです。忘れずに申告・納付をお願いします。

確定申告期限・納期限 振替日 延納分
申告所得税及び復興特別所得税 ３月15日㈫ ４月21日㈭ ５月31日㈫
消費税及び地方消費税 ３月31日㈭ ４月26日㈫
贈与税 ３月15日㈫
 　国税の納付には、便利で確実な振替納税をご利用ください。振替納税は、納税者自身の名義の預貯金口
座から口座引落しにより国税を納付できる手続きです。利用には、事前に税務署または希望する預貯金口座
の金融機関へ専用の依頼書を提出していただくか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります。
　なお、すでに申告所得税及び復興特別所得税または消費税及び地方消費税の振替納税を利用している人は
確実に振替納税できるよう、預貯金残高をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症への感染などにより、期限までに申告が困難な人は、期限の延長を申請できます

問い合わせ　釡石税務署　☎25-2081（代表）　※音声案内は「2」番を選択してください

問い合わせ　釡石市民ホールTETTO　☎22-2266

出　演
土井尻明子（ソプラノ）　松岡　幸汰（テノール）
高橋　正尚（バリトン）　松岡なぎさ（ピアノ）
植松　智穂（ソプラノ）

日 時 3月27日㈰14時（13時15分開場）

場　所 釡石市民ホールTETTO ホールA
※ 新型コロナウイルス感染防止のため客席数を制限して開催します

入場料 全席指定　一般1,500円／高校生以下500円　当日各200円増
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

佐藤勇二さんに
釡石応援ふるさと大使を
委嘱しました
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明子おもしろオペラ公開講座
～珠玉のオペラアリア集＆椿姫の名場面から～

　有名アリアと「椿姫」の見どころを集めたコンサート形式のオペラ公開講座。
プロデュースは「かまいしの第九」でソリストを務めるソプラノ土井尻明子さん
です。

　市は、丸大食品株式会社 代表取締役社長の佐藤勇二さん（釡石市
出身）に釡石応援ふるさと大使を委嘱し、委嘱状を交付しました。

市のホームページ

問い合わせ　総務課 秘書係　☎27-8411

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

　（一財）自治総合センターは、宝くじの社会貢献事
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。
　本年度は、地域づくり助成事業として、ユニバーサル
デザイン遊具を唐丹町小白浜地区に設置しました。

　釡石港を一望する、石応禅寺釡石大観音前の展望
広場に、平成6年から設置されている「海図第一号
（陸中國釡石港之圖

ず
）記念碑」が、刊行150周年を

記念しリニューアルされました。今回のリニューア
ルで、海図プ
レートの新調
に加え、海図
情報サイトに
アクセスする
二次元コード
が新設されて
います。

令和3年度コミュニティ助成事業
（宝くじ助成）の採択を受け整備しました

「海図第一号記念碑」をリニューアルしました

問い合わせ
市唐丹地区生活応援センター　☎55-2111

問い合わせ　釡石大観音　☎24-2125
　　　　　　釡石海上保安部 管理課　☎22-3820

　仙台国税局は、バイタリティー
あふれる国税専門官を募集してい
ます。
第１次試験日　６月５日㈰
受験資格　①平成４年４月２日か
ら平成13年４月１日生まれの人
②平成13年４月２日以降生まれ
の人で大学を卒業した人および令
和５年３月までに大学を卒業見込
みの人　③人事院が②と同等の資
格をあると認める人
申込方法　インター
ネット（国家公務員試
験採用情報NAVI）
でお申し込みくださ
い
申込期間　３月18日㈮～４月４
日㈪
問い合わせ　仙台国税局人事第二
課試験研修係（☎022-263-1111
内線3236）、人事院東北事務局
（☎022-221-2022）

2022年度国家公務員
「国税専門官採用試験」大学卒業程度

振込日　３月11日㈮
対象月　１月～２月分
※年金の受給状況、住所、同居の
家族構成、振込先の口座などに変
化があり、現況届を未提出の場合
は、速やかに子ども課で手続きし
てください
問い合わせ　市子ども課（☎22-
5121）

児童扶養手当を
振り込みます

　1904年女性がパンと参政権を
求めて立ち上がった記念日です。
　釡石地区は「命をつなぎ守る女
性を取り巻く環境を一緒に考えよ
う」をテーマに、子育て支援者や
専門家を交えたパネルディスカッ
ションを行います。ぜひ、ご参加
ください。
日時　３月13日㈰10時～12時
場所　昭和園クラブハウス
問い合わせ　国際女性デー釡石地
区集会実行委員会（岩鼻）（☎・
FAX26-6767）

３.８国際女性デー
第74回釡石地区集会

日時　３月30日㈬10時～12時
場所　市民体育館（鵜住居町４-905-
３）
受講料　無料
持ち物　動きやすい服装、上靴、
飲み物、タオル
対象　市内在住のおおむね60歳
以上の女性
定員　20人（先着順）
申込期限　３月23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
女性のための健康教室

日時　３月13日㈰、27㈰９～12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

　東日本大震災以降、復興関連工
事の急増により入札の不調・中止
が続いたことから、入札を円滑に執
行するために時限的措置として導入
した「指名競争入札の場合に入札
参加者が１者の場合でも入札を執
行、続行する特例措置」は、復興関
連工事がおおむね終了したことから
令和３年度末で廃止します。
　これにより、４月１日以降に執
行する指名競争入札から、２者以
上の入札参加者がない場合、入札
は中止となります。
特例措置を廃止する日　４月１日㈮
問い合わせ　市財政課（☎27-
8416）

「指名競争入札の場合に入札参加者が１者の場合でも
入札を執行、続行する特例措置」を廃止します
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　なんとなく気持ちが晴れな
い、眠れない、不安や心配が尽
きない、さまざまなストレスを抱
えているなど、こころの不調で
悩んでいる人を対象に、公認心
理師・臨床心理士の先生がじっ
くりとお話を聞い
て対応するこころ
の相談会を開催し
ます。
日時　３月９日㈬
　　　①13時～
　　　②14時～
　　　③15時～
場所　市保健福祉センター８階
内容　個別相談
　　（相談を希望する人）
相談対応　岩手県立大学社会福
祉学部　教授　中

なか
谷
や
敬
たか
明
はる
さん

（公認心理師、臨床心理士）
申込期限　３月３日㈭

　盛岡地方法務局は、釡石市役
所内に登記事項証明書や会社・
法人の印鑑証明書の窓口を設置
しています。登記事項証明書を取
得するために法務局まで足を運ぶ
必要がなく簡単・便利です。
設置場所
釡石市役所第2庁舎3階「盛岡地
方法務局釡石証明サービスセン
ター」
受付時間
９時～12時、13時～16時30分
（土・日曜日、祝日を除く）
取扱業務
○ 全国の会社・法人の代表者事
項証明書
○会社・法人の印鑑証明書
※ 電子化されている不動産およ
び会社などに限られます
※ 要約書および地図・図面など
の交付は行っていません

日時　３月26日㈯
　　　第１部　10時～12時、第２部　14時～16時
会場　しごと・くらしサポートセンター（イオンタウン釡石２階）
　　　※オンラインによる参加も可能
対象　U・Iターン希望者、学生、就職を希望する人、その家族
内容　市内企業（約10社）による会社説明および面談
　　　市内の就職情報の提供および移住・定住についての相談
　　　就労相談や適職診断など
申込方法
　①会場で参加する場合：市商工観光課へ電話またはメール
　　☎27-8421　 sangyou@city.kamaishi.iwate.jp
　　※ 当日参加も可能ですが、状況により入場制限を行う
　　　場合があります
　②オンラインで参加する場合：右の予約用コードから
　　事前予約
オンライン参加の申込期限　３月18日㈮
※参加企業などの詳細は、市のホームページをご覧ください
※ 新型コロナウイルス感染状況により、中止または開催方法
　を変更する場合があります

　現在実施している「かまいし健康チャレンジポイント」のポイント付与
は３月31日㈭までの活動で一旦終了します。令和４年度の事業スタート
まで、カードの発行とポイントの付与は休止します。
　これに伴い、現在お持ちの「いきいき健康チャレンジカード」は、３月
31日で終了します。翌年度にカードを持ち越すことはできませんのでご
注意ください。
　なお、満点になったカードは、４月28日㈭まで特典交換を受け付けま
す。
　令和４年度の事業開始時期は、６月頃を予定しています。
　また、令和３年度「ダブルチャンス　抽選会」の開催については、広報
かまいし３月15日号でお知らせする予定です。

　スタンプ台が設置された場所を回ってスタンプを集めると、ちょっぴり
プレゼントが当たるガチャが回せます。
実施期間　３月27日㈰まで
実施方法　専用のスタンプ台紙に３カ所分のスタンプを集めて釡石観光総
合案内所（ホテルフォルクローロ三陸釡石１階）に持参してください。
特別企画《スタンプ台紙を持参した人限定》鉄の歴史館、郷土資料館、釡
石大観音の入場料が割引になります。３月19日㈯から３月21日（月・祝）の
３日間は魚河岸テラス２階の飲食店で食事をした人に先着で特別記念コー
スターをプレゼントします。
スタンプ台設置場所（７カ所）　魚河岸テラス、釡石市民ホールTETTO、
釡石郷土資料館、シープラザ釡石、サン・フィッシュ釡石、餅処小島か
ふぇ、ホテルフォルクローロ三陸釡石
※台紙はスタンプ設置場所の他、JR釡石駅、釡石観光総合案内所でも配付
しています

申し込み・問い合わせ
市健康推進課 成人保健係

☎22-0179

問い合わせ
盛岡地方法務局宮古支局

☎0193-62-2337（音声案内１）

問い合わせ　市商工観光課 商工業支援係　☎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・スタンプ台紙引換所
釡石観光総合案内所　☎22-5835　鈴子町22-４

こころの相談会を
開催します

登記の証明書は
釡石市役所でも取得できます

「合同企業説明会inかまいし」を開催します

令和３年度
「かまいし健康チャレンジポイント」を終了します

街なかスタンプラリーを開催しています

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

予約用コード

市のホームページ

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　３月12日㈯、20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　３月17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）

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）
こども救急相談電話（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

ふくしトピック32

手話サークル「橋」を紹介します
　手話サークル「橋」は、昭和45年に結成された、県内で最も古い
歴史を持つ手話サークルです。サークル名は「ろう者と健聴者をつ
なぐ架け橋」に由来しています。メンバーの年齢層は幅広く、10代
から60代までの約10人で和気あいあいと活動しています。毎年開
催される「ふれあい福祉まつり」にも参加しています。令和３年度
は、手話歌の披露や手話体験コーナーを行いました。この他にも、
県内の手話サークルと定期的に交流しています。
◆活動日時　毎週木曜日　19時～20時45分
◆活動場所　市保健福祉センター９階 研修室
※サークル活動の詳細は、お問い合わせください

問い合わせ　市地域福祉課 障がい福祉係　☎22-0177

● 応募資格　令和４年４月に高等学校または大学など（短期大学、専門学
校および大学院を含む）に進学または在学中で、本人または保護者が釡
石市に住所を有し、優れた資質を有しながら経済的理由により修学困難
と認められる人で、他の奨学金（貸付型）制度を利用していない人
● 採用予定数　若干名
● 貸与月額　【高等学校】16,000円以内 
　　　　　　【大学など】45,000円以内
● 貸与始期と期間　令和４年４月から正規の修学期間
● 提出書類
　◇奨学生願書
　◇奨学生推薦調書（在学校または卒業学校の推薦）
　◇戸籍の全部事項証明書
　◇所得を証明する書類（世帯で収入のある人全員分）
　◇市税納税証明書（世帯全員分）
※契約時には連帯保証人として、保護者の他、市内有職者１人が必要です
● 募集期間　３月１日㈫～25日㈮

令和４年度釡石市育英会奨学生を募集します

申し込み・問い合わせ　市教育委員会 総務課　☎22-8832

　三陸地域の水産業の発展に貢献するため、日頃の研究活動を市民の皆さ
んに報告します。
日　　時　３月14日㈪　13時30分～16時30分
場　　所　岩手大学釡石キャンパス１階　セミナー室
対　　象　どなたでも（会場20人、オンライン（ZOOM）100人）
　　　　　※先着順
申込方法　メールまたはFAX
内　　容
　①各研究室からのトピック活動研究報告
　②研究成果報告
　「三陸沿岸地域のサーモン養殖の課題とセンターの取り組みについて」
　　　　　　　　　　　　　　　養殖分野 特任研究員　佐藤琢哉 さん
　「三陸水産物の鮮度保持および加工利用について」
　　　　　　　加工・マーケティング分野 特任研究員　于

ユ
　克
ケフェン
鋒 さん

申し込み・問い合わせ　岩手大学釡石キャンパス事務室（担当：田村）
☎55-5691　FAX36-1610　  tamurana@iwate-u.ac.jp

岩手大学 三陸水産研究センター 研究成果報告会

届け出先・問い合わせ
市水道事業所　☎23-5881

　毎年３月から４月は、転勤な
どに伴い引っ越しが集中する時
期で、水道の使用開始・中止の
申し込みが増えます。事前の予
約が必要ですので、早めの届け
出をお願いします。
申込期限　使用開始や中止の３
日前（土・日曜日、祝日を除く）
受付時間　月～金曜日（祝日を
除く）８時30分～17時15分
※中止の届け出がない場合は使
用中の扱いになり、基本料金が
発生します

水道の使用開始・中止の
届け出は忘れずに
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