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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　5 月７日㈯、22 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　５月19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）

岩手県障がい者 110番相談室
　毎月第２火曜日に弁護士無料相
談を行っています。
相談日　5/10、6/14、7/12、8/9、
9/13、10/11、11/8、12/13、
1/10、2/14、3/14
受付時間　10時～15時（予約優先）
相談会場　ふれあいランド岩手（盛岡市）
相談内容　消費者被害、サラ金、相
続、財産、成年後見などの法律相談、
いじめ、差別、虐待などの人権問題
申し込み・問い合わせ
岩手県障がい者 110 番相談室
☎019︲639︲6533  FAX019︲637︲7626
虐待専用携帯電話　☎ 090︲2277︲
3456（土・日曜日、祝日、夜間連絡先）

法テラス気仙		弁護士巡回・出前相談
巡回相談
日時　5月11日㈬ 13時～15時30分
場所　大槌町役場 3 階会議室
出前相談
日時　5月25日㈬ 13時30分～16時
場所　自宅または法テラス号車内
※ いずれも前日の 15 時に締め切り。

予約がない場合は、中止します
※ 費用は、収入や預貯金が一定基

準以下の人を対象に無料 
申し込み・問い合わせ
法テラス気仙　☎ 0570-078385

（9時～17時）

実施時期　8 月から令和 5 年 2 月
の間（期間は 2 日間～12日間）
巡拝先　フィリピン、硫黄島など
対象　巡拝先戦没者の遺族（配偶
者、父母、子、兄弟姉妹など）で
原則 80歳以下の人
※ 実施時期、参加料などは巡拝先

によって異なります
※ 新型コロナウイルス感染症の影

響により、中止となる可能性が
あります

問い合わせ　市地域福祉課（☎
22︲0177）

戦没者の遺族を対象とした
慰霊巡拝参加者を募集します

　所蔵資料の整理および移動作業
のため臨時休館します。
期間　5 月 9 日㈪～5 月31 日㈫
※学校の団体見学は対応します
問い合わせ　市文化振興課（☎
27︲5714）

釜石市郷土資料館
～臨時休館のお知らせ～

開催日　5月20日㈮、7月20日㈬、
9 月 20 日㈫、11月 21日㈪、令和
5 年 1 月 20 日㈮、3 月20 日㈪
場所　岩手県民会館４階第２会議
室（5月20日）、盛岡地区合同庁
舎 8 階大会議室（5月 20 日以外）
受付　10時～11 時、13 時～14 時
※開催日以外は審査できません
※ 当日は、登録する銃砲刀剣類、

岩手県収入証紙（新規登録 1 点
につき 6,300 円）、刀剣類発見
届出済証を持参

問い合わせ　県教育委員会 生涯学
習文化財課（☎ 019︲629︲6182）

令和４年度
銃砲刀剣類登録審査会

　ピーマンやトマト、枝豆などを
家庭菜園感覚で栽培しながら野菜
づくりを学ぶ入門塾の塾生を募集
します。農業に興味がある人はぜ
ひご参加ください。
期間　5 月下旬～ 10 月上旬
定員　10 人
場所　大槌町かみよ稲穂館前の畑
受講料　無料
講師　岩手県農業農村指導士など

（隔週水曜日の 9 時～12 時に野菜
づくりのポイントを教えます）
申込期限　5 月19日㈭※先着順
申し込み・問い合わせ　沿岸広域
振興局 農林部（☎ 25︲2704）

募集　農業入門塾受講生

振込日　5 月 11 日㈬
対象月　3 月～4 月分
　年金の受給や同居の家族構成、
振込先の口座（名義の変更）など状
況に変化があった場合は速やかに
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

日時　5 月8日㈰、29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）

マイナンバーカード
休日窓口を開設します

　JA いわて花巻は、農繁期などで
人手が必要となる組合員と農業の
手伝いをして収入を得たい人を繫
ぐ、無料職業紹介所「アグリワー
ク」を開設しています。
　紹介には求職票の提出が必要で
す。詳しくは、JAいわて花巻のホ
ームページをご覧いただくか、お
問い合わせください。
問い合わせ　JAいわて
花巻　無料職業紹介所

（アグリワーク）営農部
営農企画課（☎ 0198︲29︲5871、
Fax 0198︲24︲0621）

農業でお仕事してみませんか

成年後見制度とは
自転車もルールを守って安全運転
～ 5月は自転車の安全利用推進期間です～

　成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいによって
判断能力が不十分な人の日常生活を法律的に支援する仕組みです。
　制度を利用するには、本人の住所地を管轄している家庭裁判所
に本人や 4 親等内の親族が申し立てします。該当する身寄りがい
ない場合は、市長が申し立てできます。家庭裁判所が、どのよう
な支援が必要なのかを考慮して、家族・法律・福祉の専門家など
から適任者を後見人などに選任します。
　成年後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の 3 つの種類があ
ります。次回は、それぞれの種類について、紹介します。

　自転車は、軽車両であり車の仲間です。自転車
に乗る際も交通ルールを遵守し、安全運転を心掛
けましょう。
○推進重点　
　①	自転車の交通ルール遵守
　②	歩行者などに配慮した安全利用とヘルメット着用
　③	飲酒運転、二人乗り、並進、傘さし、携帯電話使用、
　　ヘッドホン使用などの危険な行為の禁止

日　時　５月 29日㈰　14時～
場　所　釜石市民ホール TETTO	ホール B
講　師　海上保安庁海洋情報部長	藤田雅之さん他
定　員　100人程度
入場料　無料
　　　　※事前申込制、申込数が定員を超えた場合は抽選
申込方法　メールまたは、はがき
申込期限　5月 20日㈮　※必着
※講演会の様子は、YouTube ライブで配信します

問い合わせ　市地域福祉課	障がい福祉係　　　		☎ 22-0177
　　　　　　市地域包括支援センター　　　　　☎ 22-2620
　　　　　　釜石・遠野地域成年後見センター　☎ 27-9910 問い合わせ　釜石警察署	交通課　☎ 25-0110

申し込み・問い合わせ
第二管区海上保安本部	海洋情報部監理課　☎022-363-0111
consult2@jodc.go.jp

〒985-8507　宮城県塩釜市貞山通 3-4-1　塩釜港湾合同庁舎 4階

海図刊行150周年記念講演会
海図の歴史を巡る	～海図の軌跡と意義～

問い合わせ　市水産農林課	林業振興係　☎ 27-8426

岩手県山火事防止運動月間
山火事を  防ぐあなたの  心がけ

　成年になると自分の意思でさまざまな契約ができると同時に責
任も生じます。市消費生活センターは、商品やサービスの契約・
解約、販売方法に関する消費生活相談など「だまされない消費者」
を目指した出前講座を行っています。お気軽にご相談ください。

問い合わせ　市消費生活センター　☎ 22-2701

５月は「 消 費 者 月 間 」
統一
テーマ

考えよう！大人になるとできること、
	 気を付けること～ 18歳から大人に～

日時　5月7 日㈯ ～15 日㈰ 11 時
～15 時　※ 7 日は「1day 菜の花
マルシェ」を同時開催します
場所　橋野町　産直どんぐり広場
裏の菜の花畑（駐車は、指定場所
にお願いします）
参加費　無料
※ 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　（一社）United Green　

 u_green@icloud.com

「菜の花パーク」を開催します
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