
　県は、既存の設備を効率的な
LED照明、空調設備、給湯設備、
変圧器へ更新する費用の一部を補
助します。
受付期限　令和５年１月31日㈫
対象
⑴�中小企業者（中小企業基本法で
規定される事業者）
⑵�年間のエネルギー使用量（原油
換算）が、1,500kl 未満の工場ま
たは事業所などの所有者または
管理者
補助対象経費　対象設備の購入お
よび設置工事に要する経費
補助率など
⑴一般の事業
　�・補助率：補助対象経費の 1/3
以内�・補助上限：１事業所あた
り 30万円
⑵�「いわて地球環境にやさしい事
業所」
　�・補助率：補助対象経費の 1/2
以内�・補助上限：１事業所あた
り 50万円
問い合わせ　県環境生活企画室　
温暖化・エネルギー対策担当
（☎ 019-629-5272）

「事業者向け省エネルギー
対策推進事業」

日時　５月22日㈰ 13時～16時
場所　釜石市民ホール TETTO　
ホールＢ（申込不要・入場無料）
内容　ドッグセラピー、ペット防
災デモンストレーション、ワーク
ショップ（缶バッジ作成、タンブ
ラー色付け※タンブラーは 500 円
の実費負担）、セラピードッグと
チェキ撮影
※�ペットを連れての入場はできま
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
問い合わせ　人と動物の絆momo
太郎（担当：宮崎　☎ 090-7525-
3773）

セラピードッグと遊ぼう

日時　６月４日㈯～令和５年１月
21日㈯までの月２回（全16回）
９時 30分～11時 30分
場所　昭和園クラブハウス
内容　茶道の基本を学ぶ
対象　市内の小学生～中学生
受講料　2,000 円（保険料含む）
申し込み・問い合わせ　菊池宗英
（☎ 23-6523）または戸村宗妙（☎
23-8348）

【生徒募集】
裏千家茶道こども教室

　1905 年生まれの伊藤千代子は、
諏訪女学校、東京女子大を経て女
性の生き方について深く考えまし
た。時代に翻弄され 24 歳で命を
終えた生涯を描きます。
日時　５月 21日㈯ 10時、13時、
16時（125 分）
会場　チームスマイル・釜石 PIT
料金　1,000 円※大学生以下無料
問い合わせ　「伊藤千代子の生涯」
を観る釜石の会（井上☎23-8689、
岩鼻☎26-6767）

映画　わが青春つきるとも
―伊藤千代子の生涯―

職種・人数　事務補助員（選挙管
理委員会事務局）３人
任用期間　６月１日㈬～７月31日
㈰　※予定
選考方法　書類審査・面接試験
※�勤務条件、応募資格、
応募方法などの詳細
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）

【募集】
会計年度任用職員

男女共同参画フェスティバル2022
 “ 自分”が主役 !
～性別による固定的な役割分担意識をなくそう いわて宣言～

「いわて男女共同参画推進月間」に合わせ開催します。
日　　時　６月 11日	㈯ 11時 30分～16時
会　　場　いわて県民情報交流センター（アイーナ６階）
内　　容　【基調講演】※先着150人
　　　　　　「男性の家事、育児参画と多様な働き方の推進」
　　　　　　	講師　サイボウズ㈱	代表取締役社長		青野	慶久さん
　　　　　【分科会】※先着30人
　　　　　　「避難所運営ゲームHUGを体験しよう！」
　　　　　※基調講演は、オンラインでの動画視聴も可能です
対　　象　県内に在住、在勤の人
申込方法　	岩手県男女共同参画センターのホームページから専用の

申込フォームにアクセスしてお申し込みください。イン
ターネット環境が整わない人や会場までの送
迎を希望する人は、市男女共同参画室にご連
絡ください。

申込期限　5月 31日	㈫ 17時

申し込み・問い合わせ　市総合政策課	男女共同参画室　☎27-8413

参加者
募　集
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移動図書館「しおかぜ」

（交通事情により多少のずれが生ずることがあります）

６月巡回日程休日当番医・薬局・歯科医（ ６月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

5 日 国立釜石病院 定内町 ☎ 23-7111
中田薬局小佐野店 小佐野町 ☎ 21-3355

12 日 大槌おおのクリニック 大槌町 ☎ 44-3122
ハーブ薬局 ☎ 44-3171

19 日 平野内科医院 只越町 ☎ 22-1273
しおかぜ調剤薬局 天神町 ☎ 55-4343

26 日 ふじまる内科医院 大槌町 ☎ 27-5151
クリス薬局 ☎ 55-5891

休日 曜日 当番歯科医 所在地 電話番号
5 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎ 23-5478
12 日 早﨑歯科医院 鵜住居町 ☎ 28-2311
19 日 平松歯科医院 野田町 ☎ 25-0315
26 日 歯科福成医院 新町 ☎ 25-0105

問い合わせ　図書館（☎ 25-2233）

　　　 ６月の休館日 　　　
６日、13 日、20 日、

27 日、30 日

夜間納税相談
期日　５月26日㈭、27日㈮、30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）

今月の納税
【軽自動車税全期】
　納期限 5 月 31 日㈫

休日納税相談
日時　5月28日㈯、29日㈰９時～
15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

釜石市の人口と世帯（４月）※（  ）は前月比

男 14,753 人 （－9 人）
女 16,216 人 （－53 人）

合　計 30,969 人 （－62 人）
世　帯 15,813 世帯 （－3 世帯）

各 種 相 談
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）

日時　５月 25日㈬、６月８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　６月２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
止となります

人権相談
日時　６月３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）

出張年金相談（要予約）
日時　６月16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
多重債務弁護士無料相談（要予約）

日時　６月21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
日時　６月 23日㈭�13 時～15時
場所　市消費生活センター
対応　県　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
止となります

釜石市教育センターの改修工事に合わせて執務室を移転します

※ 函館税関釜石税関支署は、５月28 日 ㈯に釜石港湾合同庁舎（魚河岸 1-2、☎22-3010）へ移転します

1 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 ㈮
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

7 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
釜石小学校 13：00〜13：30

8 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 釜石キャンパス 13：00〜13：30
そんぽの家  GH 釜石平田 14：00〜14：20
鈴子町 ステーションホテル駐車場 14：30〜15：00

9 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

11 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
釜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

14 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

16 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

17 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

23 日 ㈭
双葉学童育成クラブ 15：00〜15：30

24 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

28 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
釜石地区合同庁舎 12：00〜12：30
中妻地区生活応援センター 13：40〜14：10

部　署　名 移　転　先（住所） 電話番号 執務開始日

文化スポーツ部 文化振興課 釜石市民交流センター
（嬉石町 1-7-8） ☎ 27-7567 ６月１日㈬

教育委員会事務局 総務課
教育委員会事務局 学校教育課

市役所第 5 庁舎 2 階
（天神町 4-9）

☎ 22-8832
☎ 22-8833 ５月30日㈪

釜石大槌地区行政事務組合事務局 シープラザ釜石 2 階東側 会議室
（鈴子町 22-1） ☎ 31-1336 ５月30日㈪

岩手県山火事
防止運動月間
問い合わせ　市水産農林課 林業振興係　☎ 27-8426

山火事を 
　防ぐあなたの  心がけ

問い合わせ　市資産管理課 管財係　☎ 27-8416

問い合わせ　市地域福祉課 地域福祉係　☎ 22-0177

日本赤十字社の活動資金の募集にご協力をお願いします

　市は、５月の赤十字運動月間に合わせて活動資金を募集します。行
政連絡員が各家庭や事業所を訪問しますのでご協力をお願いします。
※ 日本赤十字社は、自然災害や大事故に見舞われた被災地に、直ちに

医療救護班を派遣し、継続的に支援を行います。釜石市でも、東日
本大震災の際に、開設された救護所で多くの支援活動が行われまし
た。こうした活動は、日本赤十字社の活動に賛同する皆さんからの
寄付金で賄われています

申請・問い合わせ
　市市民課 国保年金係　☎ 27-8479
　宮古年金事務所　☎ 0193-62-1963（宮古市太田 1-7-12）

「国民年金の臨時特例免除制度」をご活用ください

　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、国民
年金保険料の納付が困難な場合には「臨時特例免除」という新た
な免除制度があります。
　従来の免除制度のように前年所得を基に審査するのではなく、
申請者が申し立てした年間所得の見込額により、審査する免除制
度です。新型コロナウイルス感染症による直接的な影響ではなく
ても、収入が減少した事実があれば、広く該当しますので、保険
料の納付が困難な場合は、ぜひご相談ください。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響で失業した人には、失
業特例による免除制度もありますので、あわせてご相談ください。

　地震や津波、武力攻撃などの発
生に備え、情報伝達試験を行いま
す。全国瞬時警報システム（Ｊア
ラート）を利用し、防災行政無線
から「これはＪアラートのテスト
です」と試験放送が流れます。
日時　５月 18日㈬ 11時ごろ
問い合わせ　市防災危機管理課
（☎ 27-8441）

防災行政無線による
情報伝達試験を行います

募集住宅　パル青葉（大渡町）１戸・
1Ｋ
対象　60歳以上の人
月額負担額　25,000円～66,000円
（市補助後の金額。所得に応じて決
定）
共益費　7,000 円／月
申込期限　５月 31日㈫
問い合わせ　一二三不動産（☎
23-0203）

入居者募集
高齢者向け優良賃貸住宅

日時　5月29日㈰10時～11時（雨
天中止）
場所　釜石消防庁舎�東側駐車場
※�規模や人員を縮小し開催しま
す。分列行進、放水訓練および
部隊訓練は行いません

※�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

問い合わせ　市危機管理監消防課
（釜石消防署内）（☎ 22-2525）

釜石市消防団消防演習
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