
問い合わせ　市防災危機管理課　☎ 27-8441

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　６月11日㈯、19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　６月16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）

ふくしトピック㉟ 成年後見制度とは②
　成年後見制度は、判断能力が不十分な人の日常生活を法的に支援する仕組みです。認知症・知的障がい・
精神障がいの程度によって「後見」「保佐」「補助」の３つの種類があり、お手伝いできる範囲が変わります。

ご利用を考えている人は、
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
　　　　　　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

「 危 険 物 安 全 週 間 」
６月５日㈰～11 日㈯

問い合わせ　
　釜石大槌地区行政事務組合消防本部
　☎ 22―1642

一連の確かな所作で
無災害

問い合わせ　市総合政策課 男女共同参画室　☎ 27-8413

岩手大学　女性のキャリア形成支援
リカレントプログラム 2022

　このプログラムは、地域社会の女性が潜在能力を開発し、その
力を発揮することを目指し開催しています。キャリアアップを目
指したい人、女性活躍推進に取り組みたい事業所など、ぜひご参
加ください。

対象　県内事業所で働く、将来リーダーとなることが期待される
女性
日程　５月〜10 月（全５回の連続セミナー）※５月の講座は終了
していますが、２回目（６月）以降の講座は単回での参加も可能
開催方法　オンライン（ZOOM）またはオンライン＆対面のハイ
ブリッド開催
申込方法・申込先　岩手大学ダイバーシティ推進室の
専用参加申込フォームからお申し込みください
※�詳細は、市のホームページまたは岩手大学ダイバー
シティ推進室のホームページをご覧ください

日時　７月 17日㈰９時 30 分
場所　岩手県立大学宮古短期大学
部（宮古市）
免許種類　わな猟免許、第一種銃
猟免許および第二種銃猟免許
申込期限　７月１日㈮
※ 今年度沿岸地区では、宮古市会

場のみの開催です。その他は、９
月４日㈰に花巻市、12月 18日㈰
に滝沢市で開催予定です

申し込み・問い合わせ
県沿岸広域振興局保健福祉環境部

（☎ 27-5523）
※ 狩猟免許試験の１～２週間前に

予備講習会（初心者講習会）が
開催されます。講習会の問い合
わせは（公社）岩手県猟友会（☎
019-622-2358）

狩猟免許試験を実施します

日時　６月12 日～令和５年１月
22 日（第２、第４日曜日）全 15 回
10 時 30 分～12 時
場所　中妻北地区コミュニティ消
防センター（釜石中隣り）
対象　小学５年生～高校生
定員　12 人
費用　年間 1,000 円（三味線一式
は無料で貸し出します）
申込期限　６月10日㈮
申し込み・問い合わせ　杵家会釜
石支所 鈴木（☎ 090-2979-3718）

【受講生募集】第14 回
伝統文化長唄三味線子ども教室

　市農業委員会の適正な事務実施
を目的とし、令和３年度の活動点検・
評価（案）と令和４年度の活動計画

（案）について意見を募集します。
募集期限　６月 15 日㈬
※ 資料は市のホームページに掲載

する他、市市民課、市教育セン
ター、市保健福祉センター、図
書館、各地区生活応援センター、
市農業委員会事務局、市広聴広
報室に備え付けます

問い合わせ　市農業委員会事務局
（☎ 22-0166）

【意見募集】市農業委員会活動点
検・評価ならびに活動計画（案）

日時　6 月 28 日㈫ 10 時 30 分～
14 時
会場　ハローワーク釜石　
内容　保育の仕事に関する就職相
談、専任コーディネーターから保
育に関する情報提供など
対象　保育士の就職について相談
したい人（学生も可）
留意事項
⑴事前予約を優先します
⑵ お子さんも一緒に参加可能です
（託児はつきません）

事前予約・問い合わせ　岩手保育
士・保育所支援センター（☎ 019-
637-9605）

ほいくのしごと出張相談会

受験資格　①令和４年４月１日時
点で高校卒業後３年を経過してい
ない人および令和５年３月までに
高校を卒業する見込みの人
②人事院が①に準ずると認める人
申込期間　６月20日㈪～29 日㈬
申込方法　
インターネット申込
国家公務員試験採用情
報 NAVI
第１次試験日　９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）

国家公務員「税務職員採用試験」
（高校卒業程度）

研修日程　講義（６日間）…７月 26
日㈫、８月１日㈪、８日㈪、23日㈫、
26日㈮、29日㈪  ９時～16 時
実習（２日間）…期間中に保育施設
で実習があります
場所　小佐野コミュニティ会館
対象　市内在住または市内の幼児
教育施設に従事していて、研修終
了後、次のいずれかを希望する人 
①保育所でみなし保育士として従
事 ②子育て支援センターに従事 
③小規模保育事業・一時預かり事
業へ従事 ④ファミリーサポートセ
ンターの提供会員として託児（有
償ボランティア）
※ 就職をあっせんするものではあ

りません
募集人数　先着 10 人
費用　2,750 円（テキスト代）
申込期限　６月 15 日㈬
申込方法　申込書を市子ども課に
持参、郵送または FAX で提出

（申込書は所属施設、市子ども課
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）
※詳細はお問い合わせください
申し込み・問い合わせ　
市子ども課

（☎ 22-5121）

【受講者募集】
子育て支援員研修

後　　見 保　　佐 補　　助

対 象
判断能力が欠けている人
例）普段の買い物も一人では
できない

判断能力が著しく不十分な人
例）普段の買い物はできても、重要な取引
行為はできない

判断能力が不十分な人
例）重要な取引行為を一人で
行うのは困難または不安

受けられる
手 伝 い の
範 囲

本人の財産を管理し、本人
に代わって契約を交わした
り、本人が交わした契約を
取り消すことができます。

借金や相続、家の増改築など、重要な契約に
は、保佐人の同意が必要です。保佐人の同意
を得ずに交わされた契約は、取り消すことが
できます。また、家庭裁判所に申立てをして
定められた範囲で、契約の代理を行います。

家庭裁判所に申し立てをし
て定められた範囲で、契約
の代理や取り消しなどを行
います。

受講者募集

危険物取扱者は、免状の書き換え、
保安講習について確認しましょう。

令和４年度危険物安全週間推進標語

　釜石市と盛岡市をバスで結ぶ「釜石盛岡線」は６月１日㈬から釜石自動車
道を経由した新ルートで運行します。これにより、釜石駅と盛岡駅間を２時
間で結びます。以前より 30 分の短縮となり、利便性の向上が図られます。

【釜石－盛岡間の運賃】　大人片道：2,400 円　２枚綴り回数券：大人
4,300 円、小人 2,150 円　※事前の予約は必要ありません
問い合わせ　岩手県交通㈱釜石営業所（☎ 25-2527）

岩手県交通㈱　「釜石盛岡線」を新ルートで運行を開始します

　これから大雨の季節を迎えます。土砂災害から身を守るため、あ
らかじめ自宅周辺における土砂災害の危険性や避難経路、避難情報
の入手方法などを確認し、いざという時に備えましょう。
　また、避難に当たっては、周りの人と声をかけあって明るいうち
に避難するようお願いします。

県のホームページで関連情報を公開しています

土砂災害に注意しましょう！
本格的な梅雨・台風シーズンを迎えます

これから大雨の季節を迎えます。土砂
災害から身を守るため、あらかじめ自宅
周辺における土砂災害の危険性や避難経
路、避難情報の入手方法などを確認し、
いざという時に備えましょう。
また、避難に当たっては、周りの人と

声をかけあって明るいうちに避難するよ
うお願いします。

県のホームページで関連情報を公開しています
県の土砂災害警戒区域等の
指定・基礎調査結果公表状況
http://www2.pref.iwate.jp/~hp0607/

岩手県土砂災害警戒情報システム
（土砂災害の危険度情報）

http://sabo.pref.iwate.jp/

県沿岸広域振興局土木部 河川港湾課 ☎27-5572 県土整備部 砂防災害課 ☎019-629-5922

問い合わせ 市防災危機管理課 ☎27-8441

土砂災害に注意しましょう！
本格的な梅雨・台風シーズンを迎えます

県の土砂災害警戒区域等の
指定・基礎調査結果公表状況
http://www2.pref.iwate.
jp/~hp0607/

岩手県土砂災害警戒情報
システム

（土砂災害の危険度情報）
http://sabo.pref.iwate.jp/

県沿岸広域振興局土木部 河川港湾課
☎ 27-5572

県土整備部 砂防災害課
☎ 019-629-5922

土砂災害に注意しましょう！
本格的な梅雨・台風シーズンを迎えます

これから大雨の季節を迎えます。土砂
災害から身を守るため、あらかじめ自宅
周辺における土砂災害の危険性や避難経
路、避難情報の入手方法などを確認し、
いざという時に備えましょう。
また、避難に当たっては、周りの人と

声をかけあって明るいうちに避難するよ
うお願いします。
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県の土砂災害警戒区域等の
指定・基礎調査結果公表状況
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県沿岸広域振興局土木部 河川港湾課 ☎27-5572 県土整備部 砂防災害課 ☎019-629-5922
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