
根浜海岸海水浴場を開設します

問い合わせ　釜石市郷土資料館　☎ 22-2046

問い合わせ　鉄の歴史館　☎ 24-2211

問い合わせ
　市商工観光課 観光物産係
　☎ 27-8421

期 間 7月16日 ㈯～ 8月14日 ㈰ 10 時～16時 ※�天候不良で遊泳禁止となる場合
があります

日時　７月 16 日㈯、７月 17 日㈰  10 時～15 時
場所　根浜海岸、箱崎フィッシャリーナ

この他、レスキューボート見学・乗船体験、心肺蘇生法体験、三陸ジオパークＶＲ体験など、体験が充実

海遊びイベント

問い合わせ　根浜ビーチパーク実行委員会（（一社）根浜 MIND）☎ 050-3700-3763

　釜石は、昭和 20年に二度の艦砲射撃を受け、甚大な被害を受けま
した。本展では、市内に遺る戦跡と関連する施設などを紹介し、歴史
の事実と戦争の教訓を後世へ伝えます。
期　　間　�７月 14日㈭～９月４日㈰
　　　　　９時30分～ 16時 30分（最終入館 16時）
　　　　　※�毎週火曜日は休館。8/2、8/9、8/16 は臨時開館します
場　　所　釜石市郷土資料館　企画展示室
展示概要　市内の戦跡を示す図や写真、解説パネル
　　　　　戦跡に関係する体験談　他関連資料

　市内の鉄に関する美術品を展示、紹介
します。
期間　７月 15日㈮～８月 29日㈪
　　　※�毎週火曜日は休館
場所　鉄の歴史館　2階　会議室
内容　�非公開の絵画や工芸品、市内の鉄

に関する作品申し込み・問い合わせ
市世界遺産課　☎ 22-8846

日　時　７月 16日�㈯�９時～12時
集合場所
　�橋野鉄鉱山インフォメーション
センター

対　象
　体力に自信のある人
定　員　20人
内　容
　�高炉場跡から採掘場跡を解説し
ながら見学 ( 片道約3km・高低
差 250m)

費　用　500 円（保険料・資料代）
持ち物・服装
　�飲み物、動きやすく汚れてもよい
服装

申込期限　７月８日㈮

橋野鉄鉱山見学会 釜石の戦跡 ～未来に遺
のこ

す戦禍の記憶～

鉄の歴史館
夏季特別企画展

鉄の展覧会Ⅱ

地引網体験（7/16のみ）
※参加希望者は９時集合

シュノーケリング 水上バイク乗船体験 SUP

※�７月16日㈯の海開き当日は、９時から安全祈願祭を行います。安全祈願祭終了後、釜石ライフセービング
クラブが救助デモンストレーションを行います

さまざまな海遊びが体験でき
る！

2022年7月1日号�No.1787
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　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、食費などの物価高騰などに直面
する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
　詳しくは市のホームページをご覧いただくか、市子ども課へお問い合わせください。

　７月11日㈪から乳がん検診が始まります。事前に申し込みをしていた人には、
６月末に受検票を発送しました。忘れずに受検しましょう。

　これまでの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃してしまい、定期接種の対象年齢
を過ぎて子宮頸がん予防ワクチンを自費で接種した人に、接種費用の一部を助成します。

申し込み・問い合わせ　市子ども課 子ども福祉係　〒026-0025 大渡町 3-15-26　☎ 22-5121申し込み・問い合わせ　市健康推進課 母子保健係　☎ 22-0179

申し込み・問い合わせ　市健康推進課 成人保健係　☎ 22-0179

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金の申請 を受け付けます

市のホームページ

給付額 児童１人当たり５万円

申 請
期 間

①ひとり親世帯　７月 15日�㈮�～�令和５年２月 28日�㈫�
②その他世帯　　７月 15日�㈮�～�令和５年３月 15日�㈬�

必 要
書 類

本人確認書類（運転免許証など）、通帳の写し、給与明細書、年金振込通知書、年金額改定通
知書（令和 2年のものがなければ要相談）、戸籍謄本（ひとり親で児童扶養手当の認定を受け
ていない人のみ）など

国事業乳がん検診を受けましょう
乳がんは40代以上の女性に多いがんです

子宮頸がん予防ワクチン接種を自費で受けた人に
費用を助成します

●検診
� 対　　象　40歳以上の女性（令和５年３月31日時点）
� 　　　　　※２年に１度の検診のため、令和３年度に乳がん検診を受けた人は対象外
 検診料と検査内容　50 歳以上　2,500 円（問診、マンモグラフィ検査）
� 　　　　　　　　　49歳以下　3,000 円（問診、マンモグラフィ検査、超音波検査）
� ※ 70歳以上（令和５年３月31日時点）、市民税非課税世帯の人、生活保護受給者は無料

●追加申し込み
� ３月 31日までに申し込みできなかった人は、この機会にお申し込みください。
� 申込期間　７月４日�㈪�～７月 29日�㈮　８時 30分～17時15分（土・日、祝日は除く）

●検診日程　　受付時間　９時 30分～ 11時、13時～ 14時 30分
月　日 会　　場 検診車（台） 駐車場

7月 11日�㈪ 釜石・大槌地域産業育成センター�① 3 ○
7月 12日�㈫ 洞関地区コミュニティ消防センター�① 2 ○
7月 14日�㈭ 中妻地区生活応援センター�① 3 ○
7月 15日�㈮ 昭和園クラブハウス�① 3 ○
7月 18日�（月・祝） 中妻地区生活応援センター�② 2 ○
7月 19日�㈫ 釜石市民ホール�TETTO�① 2 ×
7月 25日�㈪ 小佐野地区生活応援センター 2 ×
7月 26日�㈫ 昭和園クラブハウス�② 2 ○
8月���7 日�㈰ 釜石市民ホール�TETTO�② 3 ×

8月���8 日�㈪
午前 栗橋地区基幹集落センター 2 少
午後 鵜住居地区生活応援センター ※�駐車場は市民体育館を

　ご利用ください。 2 ○
8月���9 日�㈫ 釜石・大槌地域産業育成センター�② 2 ○
8月 10日�㈬ 洞関地区コミュニティ消防センター�② 2 ○

対　象　・４月１日時点で釜石市に住所を置く平成９年４月２日～平成18年４月１日生まれの女性
　　　　・令和４年３月 31日までに自費で接種した人
助成額　・１回の接種につき、上限 16,830 円（税込み）を助成（最大３回接種分まで）
※詳しくは、市のホームページをご覧ください。

対 象 ①ひとり親世帯（児童扶養手当受給者等）
� ㋐　令和４年４月分児童扶養手当受給者��➡� 申請不要 �７月８日�㈮に振込予定です
� ㋑　�公的年金等を受給しているため、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
　　　※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人に限る� 要 申 請
� ㋒　�令和４年４月分児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けて家計が急変するなど、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下�
がった人� 要 申 請

※公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※�児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額を超える場合は支給されません。また、同居してい
る家族（扶養義務者）がいる場合、世帯が別であっても、その人の収入も確認することとなります

②その他低所得の子育て世帯（①以外の住民税非課税の子育て世帯）
　　　　　　　平成16年４月２日～令和５年２月28日に出生した児童
　　　　　　�（障がい児の場合、平成14年４月２日～令和５年２月28日に出生した児童）
� ㋓　�令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けていて、令和４年度

分の住民税均等割が非課税である人（未申告の人を除く）
　　　　�➡� 申請不要 �８月に支給予定です
　　　※未申告の人で該当になる場合は、申請前に税の申告が必要です
� ㋔　�㋓の他、対象児童を養育する父母などで、次のＡ、Ｂいずれかに該当する人� 要 申 請
　　　※�高校生のみを養育している世帯や、令和４年４月から令和５年２月 28日までに生

まれる新生児も申請が必要です
　　　Ａ　令和４年度分の住民税均等割が非課税の人
　　　Ｂ　�家計急変者（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の

収入※が令和４年度分の住民税均等割が非課税の人と同様の水準になった人）
　　　　　�※児童手当受給者など所得が高い方で審査します

※�４月以降に子どもを連れて離婚した（離婚前提で別居している）場合や配偶者からDVを受け子
どもを連れて避難している場合など、別途要件を満たせば申請により支給されることがあります。
市子ども課にご相談ください。

対象児童
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新型コロナワクチン接種のお知らせです

新型コロナワクチン　接種会場への移動を支援します
ワクチン接種会場への
タクシー料金が無料になります

遠隔地にお住まいの人へ送迎バスを運行します

問い合わせ
　市生活環境課 市民生活係
　☎ 27-8451

　市は新型コロナワクチンの円滑な接種を促進するため、障がいや要介護状態により外出が困難
な人が、ワクチン接種会場までタクシーなどを利用した場合の費用を全額補助します。

対
　
象

・�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人
・�介護保険被保険者証に要介護状態区分（要支援１～要介護５）が記載されている人
※原則２人まで介助者が同乗できます

利  

用  

方  

法

・�利用の３日前までに対象のタクシー事業者に予約し、あわせて市の補助を利用し
たいことを伝えてください

・�乗車時に、接種券と身体障害者手帳などを乗務員に提示してください
※�タクシーを利用できる区間は、自宅からワクチンを接種する医療機関、または集
団接種会場の往復区間です。複数人での乗り合わせや指定場所以外での乗降は対
象になりません

対　象　事　業　者
文化タクシー（中妻町） ☎ 23-5038 釜石タクシー（大町） ☎ 22-3881
青葉タクシー（小川町） ☎ 23-5911 前勝タクシー（鵜住居町） ☎ 28-3232
太陽タクシー（鵜住居町） ☎ 28-1414 中山福祉タクシー（小佐野町） ☎ 23-6615

栗橋・室浜・箱崎・桑ノ浜地区 唐丹・尾崎白浜・佐須地区
７月23日㈯、８月28日㈰ ７月30日㈯、８月20日㈯

栗橋方面
主な停車場所 時刻

中村 9：05
栗橋地区生活応援センター 9：10
どんぐり広場 9：15
砂子畑 9：28
神ノ沢 9：37

➡�直行�➡
イオンタウン釜石　着 10：00

ワクチン接種
イオンタウン釜石　発 11：30

室浜・箱崎・桑ノ浜方面
主な停車場所 時刻

室浜集会所 9：10
片岸 9：18
民宿前川付近 9：25
箱崎白浜バス停跡地付近 9：35
箱崎簡易郵便局前 9：44
庵寺入口付近 9：45
桑ノ浜 9：50

➡�直行�➡
イオンタウン釜石　着 10：10

ワクチン接種
イオンタウン釜石　発 11：40

大橋・洞関・大畑団地地区
７月31日㈰、８月28日㈰

大橋・大畑団地方面
主な停車場所 時刻

大橋駅前 9：20
唄貝 9：25
大松 9：28
洞泉駅前 9：32
関沢 9：35

➡�直行�➡
大畑団地鉄塔 9：40

➡�直行�➡
イオンタウン釜石　着 10：00

ワクチン接種
イオンタウン釜石　発 11：30

唐丹荒川方面
主な停車場所 時刻

荒川集会所 9：22
荒川 9：26
唐丹駅前 9：28
小白浜 9：29
北小白浜 9：31
本郷石塚 9：34
花露辺バス停 9：37
花露辺復興住宅 9：38
花露辺復興公園 9：39
本郷 9：42
本郷復興住宅 9：44
本郷入口 9：46

➡�直行�➡
イオンタウン釜石　着 10：00

ワクチン接種
イオンタウン釜石　発 11：30

唐丹大石方面
主な停車場所 時刻

大石 8：40
荒川 8：56
唐丹駅前 8：58
山谷 9：11
川目仮設 9：21
唐丹地区生活応援センター 9：25
唐丹漁協前 9：27

➡�直行�➡
イオンタウン釜石　着 9：50

ワクチン接種
イオンタウン釜石　発 11：20

尾崎白浜・佐須方面
主な停車場所 時刻

佐須 9：30
尾崎白浜集会所 9：34
尾崎白浜 9：35
平田復興住宅 9：54
平田地区生活応援センター 9：56

➡�直行�➡
イオンタウン釜石　着 10：10

ワクチン接種
イオンタウン釜石　発 11：40

バスは予約制です。ワクチンの接種予約とは別に、新型コ
ロナワクチン接種推進室へ電話でお申し込みください。
◦その他、コロナワクチンの接種に関して困りごとは
　　市新型コロナワクチン接種推進室
　　☎ 22-4567　☎ 22-4568（推進室直通）

イオンタウン釜石の乗降場所は、
ホームセンター側ですので

ご注意ください

対象者
5月末人口

（人）

2 回目 3 回目

接種者（人） 接種率 接種者（人） 接種率 岩手県
接種率

全国
接種率

65 歳以上 12,458� 11,749� 94.3% 11,315� 90.8% 91.8% 89.6%
12～64 歳 16,348� 14,551� 89.0% 11,849� 72.5%
5 ～ 11歳 1,391� 642� 46.2%

全年代の人口 30,913� 26,942� 87.2% 23,164� 74.9% 68.0% 60.7%
� ※接種率は年代ごとの人口に対する接種率

接種状況
 （6月19日現在）

年齢を問わず予約を受け付けています
　１～３回目の接種をできなかった人の予約を受け付けています。ワクチンの年齢制限によりファイザ
ー社ワクチンしか接種できない人を除き、武田／モデルナ社ワクチンを使用する予定です。
※�予約枠が埋まった場合、空きが出るまでお待ちいただくことがあります

県が実施する集団接種もご検討ください
　県は、広く県民に対し新型コロナワクチン接種を実施しています。
　市が実施する集団接種や、市内医療機関の接種日程に都合が合わない場合などにご検討ください。
　県の集団接種は、滝沢市のツガワ未来館アピオを会場に、武田／モデルナ社ワクチンを
使用して７月30日㈯、31日㈰、８月６日㈯、７日㈰の４日間実施します。この他、７月
以降には、武田社ワクチン（ノババックス）の接種も実施予定です。
　接種日程、会場、予約方法など詳しくは、県のホームページをご確認ください。 県のホームページ
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“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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日  時 7 月 24 日 ㈰  15時キックオフ 場  所 釜石鵜住居復興スタジアム
※チケットの販売や駐車場などの詳細は、広報かまいし７月 15日号でお知らせします

釜石で

開催！

問い合わせ　市スポーツ推進課 ラグビーのまち推進係　☎ 27-5712

申し込み・問い合わせ
根浜レストハウス　☎ 27-5455

申し込み・問い合わせ
沿岸広域振興局 河川港湾課　☎ 27-5572

申し込み・問い合わせ　市生活環境課　環境保全係
☎ 27-8453　FAX 22-2199

　これからの潮風トレイルの沿線各地の具体的
取り組みを一緒に考えましょう。
日　時　７月20日㈬�14 時～17時
場　所　釜石 PIT
講　師　東京大学名誉教授　堀�繁氏
テーマ　�誰もが歩いてみたいと思う

地域の魅力づくり
参加料　無料　　申込期限　７月 15日㈮
※�詳しくは、市のホームページをご覧ください

日　　時　【ダム堤体内見学】
　　　　　��７月 27日㈬、29日㈮、８月１日㈪
　　　　　【木工教室】７月 29日㈮
　　　　　各日９時30分～12時
　　　　　（天候などにより中止あり）
場　　所　日向ダム
参加方法　�７月20日㈬までに申込受付、多数の場

合抽選とし７月21日㈭に連絡します

日　時　７月15日㈮�
　　　　19時30分～20時30分（雨天中止）
場　所　ワッカラ淵（中小川地区）　※現地集合
持ち物・服装　�歩きやすい靴（スニーカーなど）、長袖・

長ズボン、筆記用具、懐中電灯
定　員　�市民 30人（小学生のお子さんは保護者の同

伴が必要）
参加料　無料　　申込期限　７月 14日㈭
※詳しくは、市のホームページをご覧ください

問い合わせ
橋野町振興協議会　☎ 090-4639-3225

　グロッソラベンダーを自由に鑑賞し
てください。一束 300 円での花の販
売の他、苗や匂い袋の販売、刈り取り
体験も行われます。
日　時日　時　　７月16日㈯～７月18日７月16日㈯～７月18日（月・祝）（月・祝）
　　　　10時～15時　　　　10時～15時
場　所場　所　�橋野鉄鉱山ラベンダー園（橋野鉄鉱山イ　�橋野鉄鉱山ラベンダー園（橋野鉄鉱山イ

ンフォメーションセンター前）ンフォメーションセンター前）

森と湖に親しむ「日向ダム」 ラベンダー鑑賞会

「ホタル観察会」参加者募集みちのく潮風トレイル特別講演会

見頃
です

令和４年度釜石よいさは中止します 問い合わせ　釜石よいさ実行委員会
　　　　　　 kamaishi.yoisa.jimukyoku@gmail.com

うのすまい・トモス朝市 with ひとつの街

��9 時～� 朝市開始
��9 時 30分～� 釜石東中「東中ソーラン」の披露
10時～11時� 釜石シーウェイブスによる
� ラグビー体験
12時終了

タイムスケジュール日  時 7 月 24 日 ㈰ 9 時〜12 時　
※軽トラ市は 11時で終了

場  所 うのすまい・トモス広場
出店内容 市内外より人気の飲食店や

キッチンカーなどが大集合！

釜石軽トラ市と

同時開催 !!

問い合わせ　㈱かまいしDMC（うのすまい・トモス事務局）　☎ 27-5666

7月24日は鵜住居がアツい！
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