
“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　7月9 日㈯、24 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　７月21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）

　遊漁マナーを守って、楽しみま
しょう。
▷�矢の浦橋上流端から五の橋下流
端：７月３日～９月 14日㈬�（擬
餌釣り・友釣りに限る）
▷�五の橋下流端から枯松沢との合
流点：７月３日～12 月 31 日㈯�
（擬餌釣り・友釣りに限る）

問い合わせ　市水産農林課（☎
27-8427）

甲子川アユ釣り解禁日は
7 月 3 日㈰です

受付期間　７月１日㈮～９月５日㈪
試験日　９月15日㈭～９月18日㈰
応募資格���18歳以上33歳未満の人
問い合わせ　自衛隊釜石地域事務
所（☎ 23-7854）

【募集】
自衛官候補生、一般曹候補生

　経済的な理由などにより、国民年金保険料を納めることが困難な人の免除申請を受け付けます。免除申
請は2年１カ月分までさかのぼることができます。
受付開始日　7月1日㈮
免除の区分　①全額免除　②４分の3免除　③半額免除　④４分の１免除　⑤納付猶予
　　　　　　�※�②～④は、保険料の一部を納付することで残りの保険料を納付免除となります。ただし、この一部

の保険料を納付しなかった場合、将来の老齢基礎年金の金額に反映されない他、障がいや死亡など
不慮の事態が生じた際に年金を受け取れない場合があります

申請に必要なもの　・年金手帳（基礎年金番号が分かるもの）またはマイナンバーカード
　　　　　　　　　・（退職者の場合）雇用保険受給資格証または離職票など

講座開催日　8/6、8/27、9/10、
10/1、10/15、10/29、11/12、
11/26（いずれも土曜日の開催で
13時 30分～15時 30分）
場所　市身体障害者福祉センター
内容　点訳の基礎・広報かまいし
の点訳
対象　パソコンの基本的な操作が
でき、養成講座後に点訳ボランテ
ィア活動に参加できる人
定員　４人程度
費用　テキスト代実費（600円程度）
申込期限　7/20（水）
申し込み・問い合わせ　市身体障
害者福祉センター（☎ 23-1630
担当：小野寺）

点訳奉仕員養成講座の受講生
を募集します

振込日　７月11日㈪
対象月　５月～６月分
　年金の受給や同居の家族構成、
振込先の口座など状況に変化があ
った場合は速やかに市子ども課で
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

　市は、戦争により犠牲となった人
を追悼し、心からご冥福を祈り世界
平和を祈念するため、艦砲射撃被災
の日にサイレンを鳴らします。恒久
平和を祈り、黙とうをささげましょう。
日時　７月14日㈭正午
問い合わせ　市総務課（☎ 27-8411）

艦砲射撃被災の日に
サイレンを鳴らします

【問い合わせ】
�・マイナンバー制度に関すること
　マイナンバー総合フリーダイヤル��☎ 0120-95-0178�　市総務課��☎27-8411
�・マイナンバーカードの交付・更新に関すること　市市民課　☎ 27-8450

マイナポイント第２弾
【対象】　９月 30日㈮までにマイナンバーカードを申請した人
【特典】　①最大 5,000 円相当のポイント
　　　　　条件：マイナンバーカードの取得（第１弾の未申込者含む）
　　　　② 7,500円相当のポイント
　　　　　条件：マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込
　　　　③ 7,500円相当のポイント
　　　　　条件：公金受取口座の登録
※�申請方法などの詳細は、総務省のホームページをご確認い
ただくか、お問い合わせください
※市役所の窓口でも申請や申し込みのサポートをしています

各 種 相 談各 種 相 談

連絡・問い合わせ
○保安林以外の森林での立木の伐採
　市水産農林課�林業振興係　☎ 27-8426
○保安林での立木の伐採や土地の形質の変更
○保安林以外の森林での1haを超える開発行為
　沿岸広域振興局�農林部　☎ 27-5525

森林の伐採、開発には
手続きが必要です！
　森林を伐採、開発する際は、事前
に届け出や許可申請の各種手続きが
必要です。森林の伐採、開発の計画
がありましたら、次の機関にご連絡
ください。

　江戸時代の新聞のことを「かわ
らばん」と呼びます。子どもたち
が観察・調査した身近な動物・植
物、化石・岩石・鉱物、地形・地質、
気象などの出来事や、伝聞・体験
した歴史や文化・郷土芸能、仕事
など地域の出来事を、画用紙に自
由に表現してみませんか。詳細は、
市のホームページをご覧
ください。
対象　市内の小学生
応募方法　専用の画用紙を配布し
ますので、お問い合わせください。
作品表彰　応募作品の中から優れ
た作品を表彰し、入賞作品は新聞
などで発表します。
作品展示　応募作品は、イオンタ
ウン釜石に展示する予定です。
募集期間　7月1日㈮～9月30日㈮
問い合わせ　市商工観光課（☎
27-8421）

『夏休み宿題応援企画』三陸ジ
オパーク“かわらばん”募集！

　7月 1日㈮から一部便を釜石経
由に変更し、岩手医大病院に乗り
入れします。運賃や運行時刻など
の詳細は、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　
岩手県交通㈱�釜石営業
所（☎ 25-2527）

岩手県交通㈱
バス「大船渡・盛岡」線

　国民年金被保険者の資格取得、
保険料免除・納付猶予申請などの
手続きは、マイナポータルを利用
した電子申請が可能です。手続き
は、ご自身のスマートフォンやパ
ソコンから可能です。
問い合わせ　宮古年金事務所（宮
古市太田 1-7-12、☎ 0193-62-
1963）

マイナポータルを利用した国
民年金の電子申請が可能です

　入居要件や申込方法など、詳し
くはお問い合わせください。
募集戸数　１戸（先着順）　※同日
での申し込み多数の場合は抽選
申込開始　７月７日㈭
間取り　３ＤＫ
家賃　月額 35,000 円
駐車場　月額 3,050 円
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）

上平田定住促進住宅の
入居者募集

日時　１回目（構成・下絵）７月
23 日㈯９時 30 分～11時 30分、
２回目（製本・完成）７月 30日㈯
９時 30分～11時 30分
内容　世界に一つだけの絵本の制
作
場所　図書館�２階視聴覚室
定員　先着 12人
※�小学３年生以下は、保護者の同
伴が必要です

参加費　500 円（材料費）
申込開始　７月１日㈮～
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

「手づくり絵本教室」を
開催します

【発会式】
日時　7月 23日㈯ 15時～
場所　小佐野コミュニティ会館

【練習】
毎週土曜日 15 時 30 分～ 17 時
30分　小佐野コミュニティ会館
対象　県内在住で、第九を歌った
経験があり、練習に参加できる人
問い合わせ　
「かまいし第九」実行委員会
（ kamaishinodaiku@yahoo.co.jp）

メンバー募集
「かまいし第九」の会

　東日本大震災から10年が経過し、市が予定したハード事業がおおむ
ね完了したため、被災21地区で復興事業に関する振り返りを行います。
今回が最後の復興まちづくり協議会・地権者連絡会です。

問い合わせ　市復興推進本部事務局　☎ 27-8437
申請場所・問い合わせ　市市民課�国保年金係　☎ 27-8479
　　　　　　　　　　　宮古年金事務所（宮古市太田 1-7-12）　☎ 0193-62-1963

復興まちづくり協議会・地権者連絡会 を開催します

【日時、場所】各地区1時間半程度での開催予定
地区名 日　時 会　場

本 郷 地 区 ７月11日�㈪ 18時 30分～ 本郷地区消防コミュニティセンター
尾崎白浜地区

７月12日�㈫
16時 00分～ 尾崎白浜集会所

佐 須 地 区 18時 30分～ 佐須集会所
荒 川 地 区

７月13日�㈬
16時 00分～ 荒川集会所

唐丹片岸地区 18時 30分～ 片川集会所
小 白 浜 地 区 ７月14日�㈭ 18時 30分～ 唐丹地区生活応援センター
大 石 地 区 ７月15日�㈮ 16時 00分～ 大石地域交流センター
※その他の地区では、順次開催予定です
※新型コロナウイルスの感染状況により、会場の変更や開催延期となる場合があります

「国民年金保険料の免除申請はお早めに」  令和４年度分（７月分〜令和５年６月分）
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