
「すこやかアイドル」では、お子さんの笑顔とご家族
のメッセージを紹介します。１〜５歳くらいのお子
さんの写真を広報に掲載しませんか？
市広聴広報室（☎ 27-8419）または
市のホームページからご連絡ください

Public Relations Lounge Public Relations Lounge
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元気に大きくなってね

市 民 市 民 のの  ひ ろ ばひ ろ ば

目撃情報・問い合わせ　市水産農林課 林業振興係　☎ 27-8426　休日、夜間は☎ 22-2111（代表）
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元気いっぱいに育ってね！
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元気にすくすく育ってね
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ありのままの鳳迦でね！

　次のような場合、請求もれの年
金がある可能性があります。この
機会にご相談ください。
○両親が年金を受給している
○�両親は亡くなったが、存命中は
年金を受給していた

日時　７月23日㈯13時～講演会、
14時～相談会
場所　釜石情報交流センター２階
会議室
講師　社会保険労務士　柴田友都
さん
問い合わせ　釜石商工会議所�（担
当：佐々�☎ 22-2434）

「請求もれ年金説明会」を開催しま
す。年金もらい忘れていませんか？

　季節のお花を花瓶に生けたり、
花束をつくります。お花と話し合
いながら楽しく学びましょう。
期間　８月～12月の第１日曜日
（９月は第２日曜日）全５回
時間　10時～12時
場所　青葉ビル
受講料　800 円 / 回（花材代）
募集人数　小学生　先着12人
募集期限　７月20日㈬
申し込み・問い合わせ　釜石草月
会�会長�村上マサ子（☎・Fax44-
3916）

【受講生募集】
釜石草月会華道こども教室

　ロシアから侵攻を受けているウ
クライナを支援するための、カラ
オケや踊りなどによるチャリティ
ー芸能祭です。
日時　７月24日㈰９時～
場所　釜石 PIT
会費　1,000円　対象　どなたでも
問い合わせ　はつらつカラオケ
藤原重三（☎ 080-5577-8731）

ウクライナ支援
チャリティー芸能祭

　沿岸の市町村などが開設する海
水浴場以外の場所での遊泳は、監
視員や救助員がいないため、大変
危険です。
　遊泳中の事故を防止するため、
沿岸市町村などが提供している海
水浴場の最新情報を確認し、監視
員などが常駐している海水浴場を
利用してください。
問い合わせ　釜石海上保安部交通
課（☎22-3830）

海水浴中の事故を
防止しましょう

　お盆前は、くみ取りの申し込み
が多くなります。早めにお申し込
みください。
申込期限　８月１日㈪
問い合わせ　釜石清掃企業㈱（☎
23-7520）

お盆前のくみ取りはお早めに

　県産木材の使用量に応じて、新
築の場合は最大 100 万円、リフォ
ームの場合は最大 45 万円を補助
します。（予算がなくなり次第受
付を終了します）
対象　４月１日以降に着工し、令
和５年３月 15 日までに工事が完
成する住宅
※�詳細は、県のホームペ
ージをご覧ください

問い合わせ　補助制度について　
県林業振興課（☎019-629-5772）、
申請受付について　県木材産業協
同組合（☎019-624-2141）

県産木材を使った住宅の新築・
リフォームを応援します！
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笑顔で元気に育ってね！！

人里では  
◦�廃棄野菜や生ごみ、コンポストを適切に管理する
◦�農地周辺のやぶを刈り払い、見通しをよくする
◦�電気柵を設置する�
◦�庭先果樹は適期に速やかに収穫し、収穫しない果
樹は伐採する
◦�屋外やにおいが漏れやすい納屋に果物、穀物、ペッ
トフードなどを保管しない

遭遇したら  
◦�遠くにいる場合、静かにその場を立ち去る
◦�近距離で遭遇した場合、持ち物（リュックなど）を静かに置いて、
　目を離さず静かにゆっくり後退する
◦�クマとの間に木や岩を挟む　���◦�風向きに注意し、クマよけスプレーを使う
◦�攻撃してきたら両手で顔や頭をカバーし、体を丸くして地面に伏せて防御する

山林（クマの生息域）では  
◦�事前に出没・被害情報を確認する
◦�複数人で行動し、鈴やラジオで音を出す�
◦�夜間、明け方、夕方の入山を避ける�
◦�撃退グッズ（クマよけスプレー、ナタなど）
を携帯する
◦�ふんや足跡を見たら引き返すか、う回する

　クマはエサを求めて主に夜間から早朝にかけて積極的に行動し
ますが、山間部周辺では日中も多く目撃されています。対策をし
て、被害を未然に防ぎましょう。

●市は、関係機関とクマ被害を減らすための対策を行っています。目撃した人は、情報提供をお願いします
　・防災行政無線で情報発信。釜石大槌猟友会などと追い払いや周辺確認をする
　・出没地付近の幼稚園、学校、保育所などに情報提供する
　・住宅地近くでの出没の場合、現地を調査し、必要に応じて防除策を助言する
　・人身被害発生の危険性が高い場合、関係機関と連携し捕獲する

市内での目撃多数

クマに注意

　岩手大学三陸水産研究センター
の先生が、実習を交えた授業を行
います。身近な海の魅力を親子で
楽しく学びませんか。
会場　岩手大学三陸水産研究セン
ター（平田３-75-１）
日時　７月30日㈯�14時～16時30分
内容　わかめの芯抜き、ホヤの生態
調査、チリメンモンスターを探せ！
対象　市内に在住の小学生（３年
生以上）と保護者
受講料　無料
申込方法　事前申込制（先着20組
40人）次の申し込みフォームから
お申し込みください。
申込期限　７月 26日㈫
問い合わせ　県科学・
情報政策室（☎ 019-629-5252）

海洋研究フィールド学習
in 釜石

　7月 18 日「海の日」は、海の恩恵に
感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を
願う日です。

海をきれいにしましょう
釜石市「海の日」実行委員会
事務局／市水産農林課内（☎ 27-8427）

　「市内に老人ホームが完成する。あなたに入居権が当
たった。入居しなければ他の人に譲ってほしい」と大手
企業を名乗る者から電話がかかってきた、という相談が
寄せられています。権利を譲るだけ、名義を貸すだけと言われても、
後から「名義貸しは違法だ」などと言われ、お金をだまし取られる
可能性があります。入居権や名義貸しの話が出たら話を鵜呑みにせ
ず、すぐに電話を切りましょう。
　不審な電話があった場合は、釜石警察署（☎ 25-0110）または市
消費生活センター（☎ 22-2701）にご相談ください。

「老人ホームの入居権が当たった」という
  電話にご注意ください

海の日
海にひろがる夢・みらい

海の日
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（交通事情により多少のずれが生ずることがあります）

休日当番医・薬局・歯科医（８月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

７ 日
かまいしベイ眼科クリニック 港　町 ☎ 27-7311
はまゆり調剤薬局 大渡町 ☎ 24-3671

11 木・祝
釜石しょうけいクリニック

甲子町
☎ 27-8571

アクト調剤薬局 ☎ 27-7001

14 日
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎ 22-1005

パルム薬局 ☎ 22-3353

21 日
道又内科小児科医院

大槌町
☎ 42-2500

ひょっこり薬局 ☎ 27-5220

28 日
小泉医院

中妻町
☎ 23-5157

ハロー薬局 ☎ 23-8455
休日 曜日 当番歯科医 所在地 電話番号
７ 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎ 42-8418
14 日 おいかわ歯科医院 港　町 ☎ 22-5800
21 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎ 23-5478
28 日 小松歯科医院 大槌町 ☎ 42-7702

※�広報かまいし６月 15号でお知らせした、７月24日㈰の休日当番歯科医に変更
があります　【変更前】山崎歯科クリニック →【変更後】鈴木歯科医院

問い合わせ　図書館（☎ 25-2233）

　　　 8月の休館日 　　　
1 日、8 日、15 日、22 日、29 日、31 日

夜間納税相談
期日　７月 28日㈭、29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）

休日納税相談
日時　７月 31日㈰
時間　９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課
（☎ 27-8417）

各 種 相 談各 種 相 談
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）

日時　７月27日㈬、８月10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　８月４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　８月５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）

多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　８月16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）

出張年金相談（要予約）
日時　８月18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

３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

４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 10：40〜11：10
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

５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

６日 ㈯
青葉ビル 9：10〜 9：40
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

９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

17 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 13：45〜14：05
鈴子町 ステーションホテル駐車場 14：15〜14：45

18 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

19 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 ㈫
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

25 日 ㈭
双葉学童育成クラブ 15：00〜15：30

26 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

30 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

今月の納税
【固定資産税�２期】
【国民健康保険税�１期】
納期限８月１日㈪

釜石市の人口と世帯（６月）
男 14,706 人 （－16人）
女 16,184 人 （－��7人）
合　計 30,890 人 （－23人）
世　帯 15,818 世帯（+15世帯）
※（���）は前月比

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

8 月巡回日程8 月巡回日程

　　対象　�県内に居住、勤務、通学をしている男女共同参画推進に関
する取り組みに意欲や関心がある人

受講期間　９月１日㈭〜令和５年１月 10日㈫
受講方法　�インターネット動画配信の視聴による受講（一部参集して

実施する講座があります）
　　　　　�動画は実施期間中、いつでも視聴できます。受講を希望す

る人でインターネット環境がない場合は、お問い合わせく
ださい。

受 講 料　無料
申し込み　�岩手県男女共同参画センターのホームページの専用申込フ

ォームからお申し込みください。専用申込フォー
ムから申し込みできない場合は、お問い合わせく
ださい。

申込期限　７月 25日㈪ 17時

問い合わせ　市総合政策課�男女共同参画室　☎ 27-8413

いわて男女共同参画サポーター養成講座受講者
募集

問い合わせ
　釜石大槌地区行政事務組合消防本部
　　　　　　消　防　課　☎ 22-1642
　　　　　　釜石消防署　☎ 22-2526

　夏休みやお盆中は、火の取り扱いが多くなります。花火をする
時などは、火の取り扱いに十分注意しましょう。また、建物周囲
には可燃物を置かないなど ｢火の用心｣ をお願いします。

夏季火災予防特別警戒実施中 7 月21日㈭～ 8 月 20 日㈯

業務内容　通所児童の見守り、自
主学習の補助など
募集人数　1人
応募資格　高校卒業以上
勤務時間　月～金曜日13時～18時、
土曜日・長期休み 7時 30 分～19
時の内5～6時間の勤務（シフト制）
時給　1,000 円
※詳細は、お問い合わせください
問い合わせ　シダックス大新東ヒ
ューマンサービス㈱　（☎ 070-
4510-2296）

【募集】
甲子学童育成クラブ職員「女性のキャリア形成支援リカレントプログラム2022」「女性のキャリア形成支援リカレントプログラム2022」

第２回講座 一般公開セミナー第２回講座 一般公開セミナー
日　　時　�8 月 5日㈮�13 時 30分〜 16時
会　　場　大船渡市民交流館・カメリアホール
内　　容　�ガイダンス、事例紹介（釜石、大船渡の

事業所で働く女性）、事例紹介者との交流
対　　象　�県内事業所で働く女性、女性活躍推進や女性キャリアア

ップに興味がある人
参 加 料　無料
申込方法　�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

募集締切　�９月15日㈭
提出方法　�次の施設に、戦争の記憶を記載する連絡票と戦争の

記憶箱を設置します。またメールと電話でも受け付
けます（メールの場合は連絡先を記載してください）。

設置場所　�市役所第 1庁舎受付、各地区生活応援センター、図
書館、郷土資料館、鉄の歴史館、旧釜石鉱山事務所

問い合わせ　市総合政策課�男女共同参画室　☎ 27-8413

問い合わせ　
　市文化振興課�文化財係　☎27-7567
　� bunka@city.kamaishi.iwate.jp
　釜石市郷土資料館　☎22-2046　
　　� k-kyoudo-s@s6.dion.ne.jp

受講者
募集

「戦争の記憶を教えてください」
　市は、市内に残る戦争に関連する施設（防空壕跡、砲弾被弾跡、戦災を免れた建物など）や体験談・見
聞談の情報を収集しています。皆さんからの情報提供をお待ちしています。
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