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問い合わせ　（一社）釜石観光物産協会　☎27-8172 　市商工観光課 観光物産係　☎27-8421

打ち上げ場所   釜石港

釜石納涼花火釜石納涼花火20222022
8 月11日（木・祝）19時～日　時

釜石市魚市場、グリーンベルト、港町
イオンタウン釜石屋上

◦安全確保のため、指定観覧場所以外には立ち入らないでください
◦駐車台数に限りがあります。なるべく公共交通機関または近隣の有料駐車場をご利用ください
※荒天時は 12日㈮に順延します　　 ※感染予防のため、入場制限をおこなう場合があります
※気象条件や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
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（  　　　　　　　　　 ）詳細は、イオンタウン釜石にお問い合わせ
ください　☎ 22-0033
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若者・新卒向け就職合同説明会

釜石釜石 U-30U-30仕事発見仕事発見LIVELIVE
8月19日（金）13時30分～16時 30分日 時

場 所 ジョブカフェかまいし（イオンタウン釜石 2 階）
※オンライン（zoom、事前登録制）でも参加可能！

申込期限：８月17日㈬
　　　　　17 時
※ 事前登録枠に空きがある場合、
　当日参加も可能です

学生、30 歳未満の求職者で
　◦ 釜石市にどんな企業があって、
　　どんな仕事をしているか聞きたい
　◦釜石市へＵ・Ｉターンしたい

こんな人を募集します

タイムスケジュール

申し込みはこちら▶

問い合わせ　市オープンシティ推進室　☎27-8463

時　間 内　　　容

13 時 30 分 オープニング & ゲストセッション　～ Uターン者に 10 の質問！～

14 時 各参加企業からショートプレゼン

14 時 30 分 企業との交流会（各ブースに分かれて交流を実施）25 分× 3 回

16 時 クロージング

16 時 10 分 再訪問したい企業との交流　20 分
※参加者は原則全コンテンツへの参加とします
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、オンライン開催となる場合があります

釜石市役所は８月12日㈮、13日㈯にフェザンに出展！
「いわてへのＵターン・移住」のススメ

　県は、お盆に県外から帰省する人に「Ｕターン・移住」をＰＲする取り組みを実施します。移
住相談ブースを設置し、Ｕターンに関する支援制度を紹介し、相談を受けます。
　この夏は「Ｕターン・移住」を考えてみませんか？ 帰省を検討しているご家族やご友人にもお
知らせください。
　○期間：８月 10 日㈬～16日㈫　　○場所：盛岡駅ビルフェザン１階、JR 一ノ関駅西口
　※詳しくは「いわておかえりプロジェクト」で検索！（特設ウェブサイト８月１日公開予定）
　○就職情報マッチングサイト
　　「シゴトバクラシバいわて」

問い合わせ
　県定住推進・雇用労働室　☎019-629-5588

参加企業

㈱エイワ
　弊社は、サバやイワシなどの魚を調
理加工して、スーパーなどで販売され
る缶詰や学校給食で提供される冷凍
食品を製造している会社です。近年は
特に、若手人材の採用に力を入れてお
り、直近 3年間では、釜石市の方はも
ちろん、北海道や滋賀県出身の方の採
用実績もあります。「食べることが好き」、
「食品製造に興味がある」という方は、
ぜひ当社ブースまでお越しください！

　弊社は、金属製オフィス家具を製造
する会社で、国内トップシェアを誇る
㈱オカムラの生産拠点の1つです。
製品の提供を通じて、心の豊かさの向
上と社会の発展に貢献します。人を育
て、人を活かし、従業員の幸せを追求
し続けます。信用、信頼を大切にして、
チャレンジし成長する企業であり続け
ます。

　SMCは世界 83 の国と地域、532
の営業拠点、29の国と地域に生産工
場を持つグローバルカンパニーです。
空気圧による自動化の制御技術を通じ
て、あらゆる産業分野の高度なオート
メーション化に貢献しています。空気
圧制御機器業界では国内 64%・世界
39%の世界トップシェアを誇ります。
一緒に「ものづくり」を岩手から世界
へ発信しましょう！

　私たちの仕事は広大な海が相手で
す。自然を体いっぱいに感じながら働
くスケールの大きい仕事であり、海洋・
環境事業などを通じて地域の新しい未
来を創造し、まちに貢献していく、や
りがい・喜びのある仕事です。大きく
挑戦しようという若者たちにとって魅
力ある企業を目指し「未来の子どもた
ちへ誇れる仕事」をモットーに働いて
います！

　釜石市は「オープンシティ釜石」
を掲げ、地域内外の人材の交流によ
り、人口が減少していく中でも、新た
な挑戦が生まれ続ける活力のあるま
ちを目指し、まちづくりに取り組んで
います。未来の「釜石」を創るために、
ひとりひとりが学びあいながら、地域
社会・世界とつながり、トライし続け
るまちの実現に一緒に取り組みま
しょう！

　弊社は、未知の可能性を秘めた素
材で、顧客満足度を追求します！
「FRP成形部門」「金属事業部門」「建
築工事部門」において、設計・製作・
施工から現場管理まで一貫性のある
体制を構築しています。高付加価値の
「ものづくり」にこだわった事業を展開
しており、未経験者でも大歓迎です。
真心を込めた製品づくりで、地域社会
に一緒に貢献して
いきましょう！

今回のイベントに参加し、
視野や選択肢を広げて、

就活に活かしてみませんか

業界・企業研究、インターンなど、
これから就活をする皆さんへ
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新型コロナワクチン接種のお知らせです

次の人は市新型コロナワクチン接種推進室へお問い合わせください

新型コロナワクチン無料接種の期限が近づいています
　無料の新型コロナワクチン接種（特例臨時接種）を受けられるのは、９月30日までです。
接種を希望する人は早めに予約をお願いします。予約方法などは、接種券に同封した案内
文書、県や市のホームページをご確認ください。
※期間が延長になる場合、広報かまいしや市のホームページなどでお知らせします

　各施設の特徴や手続き方法、入園までの準備や幼児教育無償化などを説明します。また、早寝・早起き・
朝ごはんの大切さのお話もあります。
　対　　象　令和５年４月に子どもの幼稚園・保育園などへ入園を希望する保護者など、どなたでも
　申込期限　８月 19 日㈮
　日　　時

◦１～３回目の接種を希望する人で、接種券が届いていない、または紛失した人
◦ ４回目接種券を早めに欲しい人（４回目の接種券は順次発送しています。９月接種予定の人には８

月上旬に発送予定です）

主な接種会場の終了予定
会　　場 終　了　日 備　　　　考

イオンタウン釜石3階 9月25日㈰

ツガワ未来館アピオ（滝沢市） 8月  7日㈰ 対象：１～ 4回目を接種する人

岩手県予防医学協会（盛岡市） 9月30日㈮ 対象：１～３回目を接種する人
※ワクチンの接種は、回数にかかわらず任意で、強制ではありません

市のホームページ

予約受付は８月10日㈬までです

　基礎疾患のある 18 歳から 59 歳までの人で、１・２回目の接種時（令和３年８月頃）に基礎疾患を
市に届け出ていない場合、４回目の接種予約には、届け出る必要があります。
届 出 先　 市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
　　　　　その際、該当する基礎疾患など（次の①～⑯）を伝えてください。

● 18 歳以上 60 歳未満であるが、次の①～⑭の基礎疾患があり、通院、入院している
①慢性の呼吸器の病気　②慢性の心臓病（高血圧を含む）　③慢性の腎臓病　④慢性の肝臓病（肝硬変など）
⑤インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または、他の病気を併発している糖尿病
⑥血液の病気（鉄欠乏性貧血を除く）
⑦免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）
⑧ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている　⑨免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
⑩神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害など）　　⑪染色体異常
⑫重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）　　　⑬睡眠時無呼吸症候群
⑭ 重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持、または自立支援医

療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する）や知的障害（療育手帳を所持）
※精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を所持している人は、通院・入院していなくても基礎疾患を有する者に該当

⑮ 18 歳以上 60 歳未満で、BMIが 30 以上　【体重㎏÷［（身長 m）×（身長 m）］】
⑯ 18 歳以上 60 歳未満で、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師に認められた

基礎疾患のある人、重症化リスクの高い人

接種場所（４回目接種）  ・市内各医療機関
　　　　　　　　　　　 ・集団接種　イオンタウン釜石 ３階
　　　　　　　　　 　　  受付時間　９時～11時　13 時～15 時

問い合わせ　市健康推進課 新型コロナワクチン接種推進室 　☎22-4567  ☎22-4568（推進室直通）申し込み・問い合わせ　市子ども課 次世代育成係　☎22-5121

問い合わせ　市市民課 医療給付係　☎ 27-8491

子ども医療費給付制度の
申請をお忘れなく

　子ども医療費給付制度を利用するため
には申請が必要です。８月診療分から新
規加入できる人には、５月下旬に申請書
を送付しましたので、忘れずに提出して
下さい。
　また、申請書は８月中の提出をお願い
します。遅れて申請書を提出した場合、
申請月の診療分からの給付になります。

医療費受給者証の内容を
ご確認ください

　７月下旬に、新しい受給者証（子ども
医療、ひとり親医療、重度心身障がい者
医療、身体障がい者３級医療費）を送付
しました。保護者名、振込先口座、保険
証の記号番号などを確認し、変更がある
場合は、変更届を提出してください。
　変更届の提出が遅れた場合、医療給付
を受けられない場合があります。

こども園・幼稚園・保育園のあれこれ  を開催します
知って

おきたい

鵜住居保育園子育て支援センター 8月27日㈯  10時～11時30分
中妻子供の家子育て支援センター 9月   2日㈮  10時～11時30分
かまいしこども園子育て支援センター 9月   2日㈮  13時30分～15時
平田子育て支援センター 9月   9日㈮  10時～11時30分
かっし子育て支援センター 9月10日㈯  10時～11時30分

　これまで、小学生以上の子どもと妊産婦への医療費給付は、保護者の前年の所得が制限額
以下の人を対象に、保護者の住民税の課税状況により一定の自己負担額がありました。８月
１日からは、この所得制限を撤廃し、  自己負担額を無償化します 。
対　象　18歳以下の人（18歳に達して以後最初の３月31日まで）

これまで

対　象
未就学児 小学生から高校生年齢帯

18 歳に達する日以後の最初の 3 月31日まで

自　己
負担額 なし

レセプトごとに外来1,500円、
入院5,000円

（ 保護者が市町村民税非課税の場合
は自己負担額なし）

所得制限 なし あり

令和 4 年 8 月診療分から

対　象
未就学児 小学生から

高校生年齢帯
18 歳に達する日以後の最初の
3 月 31 日まで

自　己
負担額 なし なし

所得制限 なし なし

子ども医療費給付制度を拡充しました８月１日〜
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　この夏は、全国的に電力需給が厳しい見通しで、東北エリアでも、気象状況の急変などで需給状況がひっ
迫する可能性があります。熱中症対策を行いながら、無理のない範囲で節電への協力をお願いします。

問い合わせ
　東北電力ネットワークコールセンター
　☎0120-175-377
　9時～17時（土・日曜日、祝日を除く）

ディーニュ・レ・バン ラベンダー観光農園

省エネ・節電にご協力ください

電気の使用状況・予測 省エネ方法の紹介

節電の一例

問い合わせ　マイナンバーに関する事　市市民課　☎27-8450

　マイナンバーが記載されたデータが元市職員により自宅パソコンに送信されたことを受けて、対
象となられた方々に、マイナンバー変更についての意向確認を行った上で関係省庁と連携を取りな
がら対応するとお知らせしておりました。
　このため、関係省庁と協議を行ったところ、マイナンバーの変更が可能な要件は「マイナンバー
が漏えいしただけではなく、不正に用いられるおそれがあると認められるとき」に限られるなどの
見解が示されました。
　市は、関係省庁の助言および見解を踏まえ、データが個人のパソコンから外部に流失した形跡が
ないこと、現時点において対象となられた方々への直接的な被害などは確認されていないことから、
今般の事案がマイナンバーの変更が可能な要件には該当しないと判断し、マイナンバーの変更は行
わないことといたしました。
　対象となられた方々には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げるとと
もに、改めて文書でお知らせいたします。�

釜石市長　野  田   武  則

マイナンバー漏えいに係る対応について

　昭和20年７月14日と８月９日、釜石は二度にわたり艦砲射撃を
受け、多数の尊い生命が犠牲となりました。市は戦没者の慰霊と恒
久平和への願いを込めて追悼式を開催します。
　日時　８月９日㈫ 11 時　　　会場　釜石市民ホールTETTO
　対象　どなたでも
　内容　追悼の言葉、献花　※献花用の菊花は市で用意します
　献花　 式典終了後、どなたでも自由に献花していただけるよう 14 時まで献花台を設置します
　関連資料の展示　太平洋戦争および釜石艦砲射撃の関連資料を会場内に展示します
※送迎バスの運行はありません。自家用車で来場する人は、市営大町駐車場（有料）をご利用ください

問い合わせ　市地域福祉課 地域福祉係　☎22-0177

釜石市戦没者追悼式

　大切な人を自死で亡くした経験を持つ人が、お互いの悲しみ
や心の痛みを分かち合う場です。
対　象　家族・親族などを自死で亡くした人
参加料　無料

会　　場 日　　程 時　間
釜石地区合同庁舎２階
相談室３

（新町６-50）

８月 23 日㈫
13時30分

～
15 時

令和５年１月 17 日㈫
大槌町文化交流センター
おしゃっち２階   会議室３

（大槌町末広町１-15）
10 月６日㈭

　震災津波以降、不安で眠れない、気
分が落ち込むなど被災によるこころの
健康について専門スタッフが相談に応
じます。
予約受付　９時 30分～15 時 30 分
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
※ 精神科に通院中の人は、まず主治医にご

相談ください
※ 新型コロナウイルスの感染状況により、

延期・中止する場合があります

申し込み・問い合わせ
　釜石保健所 保健課　☎25-2710（内346）

予約・問い合わせ
　釜石地域こころのケアセンター
　☎25-1822

自死遺族交流会「釜石・大槌わかち合いの集い」 震災ストレス相談室

　市はロクシタンジャポン㈱と連携協定を締結し、市内にラベンダー
観光農園の整備を進めています。取り組みの一環として６月９日から
７月 29 日まで行ったクラウドファンディン
グでは、全国延べ 783 人の支援者から、
609 万 4,500 円の支援※をいただきました

（７月 12 日現在）。
　支援者には、ロクシタン社から提供を受
けた製品と、お礼の手紙を返礼しています。

※支援額から送料など経費を除いた額が市に寄付される予定です

問い合わせ　市水産農林課 農業振興係　☎27-8426

全国からのご支援にありがとう

連携協定締結式（５月27日）

甲子小学校３学年による
ラベンダーの定植（７月４日）

支援者から届いたメッセージを紹介します
・�街がラベンダーで溢れ、さらに素敵な故郷になりますように！
・�ラベンダーでいっぱいの釜石市に訪れるのを楽しみにしています
・�釜石には祖父母が住んでいたので夏休みによく遊びに行きました。海も
山も空気もきれいで懐かしく思います。また行きたい場所の一つです！
・�岩手県に在住していますが、なかなか復興のお手伝いができないでい
ます。大好きなロクシタンの製品を通じて、微力ながら応援できれば。
ステキなラベンダーでいっぱいになりますように
・�釜石のラベンダーでたくさんの方々が癒されてくれたら嬉しいですね

L
ロ ク シ タ ン

’OCCITANE　
　南フランス発の化粧品メーカー。創設者オリビエ・ボーサン氏の出身地ディーニュ・レ・バン市が釜石市の友
好姉妹都市でもあることから、震災後の青葉ビル再建や、今回の観光農園整備に支援を頂いています。

返礼品の例
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　基礎調査は、土砂災害防止法に
基づき、「土石流」「急傾斜地の崩
壊」「地すべり」によって起こる
土砂災害の恐れのある区域の地
形、地質、土地利用状況などを現
地調査するものです。
　調査に当たり、土地に立ち入る
場合がありますのでご理解とご協
力をお願いします。
調査期間　令和５年３月まで
調査箇所　小川町、定内町、大平
町、新浜町、大只越町、大渡町、
嬉石町、八雲町、千鳥町、中妻町、
新町、天神町、大町、嬉石町�、浜
町、源太沢町、箱崎町、桜木町、
鈴子町、岩井町、唐丹町、両石町、
鵜住居町、橋野町、野田町、平田
町（追加する場合があります）
調査会社　㈱菊池技研コンサルタ
ント　※調査員は県発行の身分証
明書を携帯しています
問い合わせ　沿岸広域振興局�復興
まちづくり課（☎27-5574）

「土砂災害防止法基礎調査」
を実施します

日時　8月28日㈰9時～12時
場所　市役所市民課
※�戸籍関係の届け出は宿日直が対
応します

問い合わせ　市市民課（☎27-8450）

マイナンバーカード
休日窓口を開設します

（一社）岩手県獣医師会は、飼育犬・ねこおよび地域ねこの不妊手術に対し費用の一部を助成します。
　申込期限　９月 30 日㈮
　助成対象頭数（申し込み多数の場合は抽選）
　　　　　　（1）メス（７歳未満）の不妊手術助成事業（総頭数 200 頭）
　　　　　　　　※飼育犬 20 頭、ねこ 180 頭（うち地域ねこ 80 頭）
　　　　　　（2）オス（７歳未満）の去勢手術助成事業（総頭数 50 頭）
　　　　　　　　※飼育ねこと地域ねこ合わせて 50 頭
　助成条件　犬は、登録および狂犬病予防注射済みであることなど
　助成金額　メス　１頭当たり 5,000 円、オス　１頭当たり 2,000 円
　申込方法　 申込票は、市生活環境課に備え付ける他、市のホームページ

からダウンロードできます。市生活環境課または岩手県獣医
師会へ提出してください。

　　　　　　※詳細は市のホームページをご覧ください

飼育犬・ねこおよび地域ねこの不妊手術助成

問い合わせ　市生活環境課 廃棄物対策係
　　　　　　☎27-8453

お盆期間（８月11日（木・祝）～19日㈮）のごみ収集日程
◦一般ごみ

【収集が月曜日と木曜日の収集地区】
収集日：８月11日（木・祝）、15日㈪、18日㈭
　　　　※８月18日㈭のみ１世帯最大６袋収集

【収集が火曜日と金曜日の収集地区】
収集日：８月12日㈮、16日㈫、19日㈮
　　　　※８月16日㈫のみ１世帯最大6袋収集

【橋野地区】
収集日：８月12日㈮、19日㈮
　　　　※８月19日㈮のみ１世帯最大６袋収集

◦資源物（ペットボトル以外）
【毎月第１・３水曜日が収集日の地区】

収集日：８月17日㈬  ※通常どおり収集
【毎月第２・４土曜日が収集日の地区】

収集日：８月13日㈯  ※通常どおり収集
◦ペットボトル

【毎月第２土曜日が収集日の地区】
収集日：８月13日㈯  ※通常どおり収集

◦岩手沿岸南部クリーンセンターへの持ち込み
受付日：８月12日㈮、15日㈪～19日㈮

◦ 蛍光灯や乾電池などの各地区生活応援センター・
生活環境課などでの拠点回収

受付日：８月12日㈮、15日㈪～19日㈮

問い合わせ　市生活環境課 廃棄物対策係　☎27-8453

盆飾りの収集日は
８月16日㈫です

　当日の午前中に透明または半透明の袋に入れて出してくださ
い。線香やろうそくは出さないでください。また、おさい銭は供
えないでください。

収集場所

釜
石
・
平
田
地
区

新浜町集会所前ごみ集積所
東前集会所前付近
浜町3丁目  西ノ澤不動尊前道路付近
宝樹寺  階段下道路付近
石応禅寺  青葉通り側入り口前道路付近
薬師公園  階段下道路付近
大平町  大沢ストア付近
矢の浦橋たもと（松原方面東側）付近  
嬉石町  県営嬉石第２アパート東側ごみ集積所付近
上平田ニュータウン  市営住宅向かい付近

鵜
住
居

地
　
区

鵜住居町  藤喜酒店そば（旧仮設屯所敷地）付近  
鵜住居地区生活応援センター前付近
両石町  釜石市消防団第6分団第2部消防屯所脇

中
妻
・
小
佐
野
・
甲
子
地
区
　

五の橋たもと（中妻方面南側）付近
新開橋たもと（上中島方面西側）付近
小佐野橋たもと（新町方面南側）付近
野田大橋たもと（野田方面東側）付近
旧野田団地公民館跡地の防火水槽付近
定内橋たもと（小佐野方面東側）付近
松倉橋たもと（釜石高校方面東側）付近
松倉下ノ橋隣の人道橋たもと（県立釜石病院方面）付近
小川町  小川集会所裏の人道橋付近
中小川集会所前付近
上の橋たもと（小川町方面）付近
大畑団地集会所前付近
大畑  昇和自動車裏の四差路付近
大畑  不動橋たもと（国道側）付近
洞関地区コミュニティ消防センター付近

問い合わせ　
　岩手県獣医師会　
　☎019-656-1014
　FAX 019-656-1017

日時　8月21日㈰、9月4日㈰13
時～16時30分、9月11日㈰9時
～12時30分
会場　青葉ビル
対象　研修後に釜石日本語教室
「桜会」の活動に参加できる人�
定員　20人
受講料　無料
申込方法　次の二次元コ
ードからお申し込みくだ
さい。※8月16日㈫締
め切り
※�詳細は、お問い合わせください
問い合わせ　県国際交流協会
（☎019-654-8900）

日本語学習支援ボランティア
研修の受講生を募集します

　毎年2月7日は北方領土の日で
す。北方領土を広く周知し、北方
領土についての関心を高めるため
のポスターデザインを募集します。
応募期限　10月14日㈮
※�応募方法などの詳細は、ホーム
ページをご覧ください

問い合わせ　北海道総務
部北方領土対策本部
（☎011-204-5069）

第21 回「北方領土の日」
ポスターコンテスト作品募集

　（独）北方領土問題対策協会は、
北方領土について広く認識し、返
還に対し関心を高めてもらうた
め、中学生を対象とした全国スピ
ーチコンテストを実施します。
応募期限　10月17日㈪
※�応募方法など詳しくは、ホーム
ページをご覧ください

問い合わせ　令和4年度
北方領土に関する全国ス
ピーチコンテスト事務局（☎03-
5379-1336）

【募集】北方領土に関する
全国スピーチコンテスト作品

　市は、原爆投下の日（８月６日、
９日）、釜石が２回目の艦砲射撃
を受けた日（８月９日）及び終戦
記念日（８月15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　８月６日㈯８時15分、９日
㈫11時２分、15日㈪正午
問 い 合 わ せ　市総務課（☎27-
8411）

戦争により犠牲となられた方々を追悼し
恒久平和を祈り黙とうをささげましょう

　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　8月10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

【応募部門】 
○絵画コンテスト
　テーマ「動物と共にくらす」
○フォトコンテスト
　一般の部：テーマ「君の気持」、
保護動物の部：テーマ「のんびり
おうち時間」、長寿動物の部：テ
ーマ「長生きの秘訣」※対象動物
15才以上
応募締切　８月31日㈬必着
※�応募方法などの詳細
は、県のホームページ
をご覧ください

問い合わせ　沿岸広域振興局�環境
衛生課（☎27-5523）

作品募集　動物の絵画・写真

　中小企業退職金共済制度（中退
共）は、中小企業のための国の退
職金制度です。
安心　掛金の一部を国が助成
有利　掛金は全額非課税、手数料
も不要
簡単　社外積立型で管理が簡単
※�パートタイマーや家族従業員も
加入できます。詳細は、
ホームページをご覧く
ださい

問い合わせ　（独）勤労者退職金共
済機構�中小企業退職金共済事業本
部（☎03-6907-1234）

中小企業退職金共済事業
～働くみんなに、大きな安心～

市のホームページ
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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　８月７日㈰、27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）

司法書士による
全国一斉「遺言・相続」相談会

日時　８月７日㈰10時～16時
実施方法　対面またはZoomによ
る面談相談（予約制）、フリーダ
イヤルによる電話相談（0120-
339279）※当日のみ通話可能
会場　岩手県司法書士会館（盛岡
市本町通2-12-18）
申込方法　電話または岩
手県司法書士会の予約サ
イトからお申し込みください
申し込み・問い合わせ��岩手県司法
書士会事務局（☎019-622-3372）

行政相談
日時　８月18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）
宮古児童相談所巡回相談（要予約）

日時　９月５日㈪10時～15時
場所　釜石いこいの家
内容　子どもの養育や療育への助
言・指導、必要に応じて心理学的
判定を実施
申込期限　８月22日㈪
申し込み　市子ども課�☎22-5121

　市は、緊急時の対応や相談支援
を行う上での基本情報として活用
するため「高齢者現況調査」を実
施します。
実施期間　８月上旬～下旬
対象　令和４年４月１日現在、65
歳以上（昭和32年４月１日以前に
生まれた人）で、市内に住所を有
する人（要支援・要介護・総合事
業対象者と認定されている人は除
きます）
調査方法　対象者に「高齢者現況
調査票」を郵送します。身体や生
活の状況などについて必要事項を
記入の上、同封の返信用封筒で返
信してください。
問い合わせ　市地域包括支援セン
ター（☎22-2620）

【65歳以上対象】
高齢者現況調査を実施します

　高齢者の皆さん、ご家族の皆さ
ん、毎日の生活の中で困っている
こと・悩んでいること・知りたい
ことなどありませんか。岩手県高
齢者総合支援センターは、高齢者
なんでも相談『シルバー 110番』
を設置し相談対応しています。ま
た、法律や認知症などの専門相談
にも専門分野の先生が相談に応じ
ます。お気軽にお電話ください。
相談電話　☎0120-84-8584
相談時間　月～金曜日（祝日を除
く）　９時～17時
相談料　無料
※秘密は厳守します

『高齢者なんでも相談 シルバー110番』
～悩むよりもまず相談、お電話を～

　厚生労働省は、８月から９月に
かけて、常用労働者を１～４人雇
用している事業所を対象に、毎月
勤労統計調査特別調査を実施しま
す。対象の事業所には、統計調査
員が訪問し、調査の依頼をします。
　調査票に回答いただいた内容
は、統計以外の目的に利用するこ
とはありません。
問い合わせ　県ふるさと振興部調
査統計課（経済統計担当）
（☎019-629-5306）

毎月勤労統計調査特別調査を
実施します

　橋野には金山がありました。現
在でも砂金が少ないながら見つか
ります。今回は金山の話や砂金採
り体験を行います。
日時　８月20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　15人
申込期限　８月12日㈮
参加費　1,000円（保険料・資料
代など）
内容　【講話】金山のお話【砂金
採り体験】
講師：三浦勉さん・小田島圭司さ
ん
その他　動きやすく、汚れてもよ
い服装でご参加ください。水分は
多めに用意してください。
申し込み・問い合わせ　市世界遺
産課（☎22-8846）

ゴールデンハシノ
（砂金を探せ!!）を開催します

提出先・問い合わせ　市子ども課 子ども福祉係（市保健福祉センター 2階）　☎22-5121 問い合わせ　市生活環境課 市民生活係　☎27-8451

　県は、女性専用の相談窓口「い
わて女性のスペース・ミモザ」を
開設し、暮らしのこと、仕事のこ
と、家族や友人のことなどの悩み
の相談を受け付けています。
　お困りの人は、ひとりで悩まず、
ご相談ください。
日時　８月21日㈰13時30分～
15時30分（事前申込制）
会場　釜石情報交流センター
その他　希望者には、生理用品を
お渡しします
申し込み・問い合わせ　いわて女
性のスペース・ミモザ（☎090-
6457-7887、 iwate.mimosa@
gmail.com�）
※�メールで申し込みする場合は、
件名に【出張サロン予約】と入
力してください

「いわて女性のスペース・ミモザ」
出張サロンを開催します

　岩手県林業技術センターは、林
業への就職希望者を対象に、林業
に関する知識や技術を体系的に習
得する研修を実施しています。給
付金制度もありますので、興味の
ある人はぜひホームページをご覧
ください。
問い合わせ　岩手県林業
技術センター研修部（☎
019-697-1536）

令和 5 年度いわて林業
アカデミー研修生募集

各 種 相 談各 種 相 談

　児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計が別である児童を養育している、ひとり親家庭
などに支給される手当です。児童扶養手当の受給資格者（支給停止中も含む）は、必ず期間内に現況届を提
出してください。提出がない場合、11月分以降の手当が支給されません。必要書類など詳しくはお問い合
わせください。
提出期限　8月31日㈬　　　受付時間　8時30分～ 17時15分（土・日曜日、祝日を除く）

【夜間受付窓口の開設】　8月22日㈪ ～26日㈮の17時15分～ 19時

　７月１日付で、佐々木八重子さんと佐久間良子さ
んが人権擁護委員として法務大臣から委嘱されまし
た。任期は3年間です。
　人権擁護委員は、人権についての啓発や、地域の
皆さんからの人権相談に応じるなどの活動を行って
います。家庭内や職場、学校での問題などお気軽に
ご相談ください。
●人権擁護委員（敬称略）

・佐々木八重子（甲子町）・佐藤力（中妻町）　
・山﨑詔子（小佐野町）　・佐久間良子（唐丹町）
・村上修（大平町）

岩手

児童扶養手当の現況届を提出しましょう

人権擁護委員に
佐々木さん、佐久間さんが再任されました

　大切な人を亡くした後に、つらく悲しい気持ちが長く続くことが
あり、この反応は悲嘆（グリーフ）と言われています。亡くなった
人を大切に位置付けていくためにはさまざまな方法があります。大
切な人を亡くした同じ
経験を持つ人が分かち
合う会を開催します。
詳細は、お問い合わせ
ください。

申し込み・問い合わせ　市健康推進課 成人保健係　☎22-0179

大切な人を亡くされたあなたへ

会場　市保健福祉センター　　対象　大切な方を亡くされた人
内容　 臨床心理士のミニ講話、リラクゼーション、参加者の語り合い
　　　※個別相談を希望する人は、お問い合わせください

開催日時 時　間 申込期限
9 月 7 日 ㈬ 13 時 30 分

～
15 時 30 分

8 月 24 日 ㈬
12 月 7 日 ㈬ 11 月 22 日 ㈫
3 月 1 日 ㈬ 2 月 15 日 ㈬

　国民年金保険料の納付は、割り引きのある前納がお得です。特に口座
振替・クレジットカードで前納すると割引率が大きいです（クレジット
カードによる前納の割引額は現金による前納と同じですが、ポイントの
加算によってはお得になる場合があります）
　新たに今年度下期（10月分～令和５年３月分）から口座振替・クレ
ジットカードによる前納を希望する人は、８月31日㈬までに申請して
ください。

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

国民年金保険料の支払いは
口座振替・クレジット納付がお得です

成年後見制度③（任意後見制度）
　将来、判断能力が不十分になったときに備え、後見人になっても
らいたい人と契約を結んでおく制度を「任

にん

意
い

後
こう

見
けん

制
せい

度
ど

」といいます。
　この制度を利用するには、あらかじめ本人と任意後見人になっ
てくれる人との間で支援してもらう内容を決めておき、公証役場
で公正証書を作成します。本人の判断能力が低下したときに、任
意後見人が家庭裁判所に申し立てすると、任意後見監督人が選任
され、任意後見人の事務が開始されます。任意後見監督人は、任
意後見人が取り決めた内容を適切に支援しているか監督する役割
を果たすもので、本人の親族はなれません。
　成年後見制度の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　釜石・遠野地域成年後見センター　☎27-9910

ふくしトピック�

～グリーフケア・サロン
へのお誘い～
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釜石市LINE公式アカウント釜石市LINE公式アカウント

日　時　 ８月18 日～10 月 20日　毎週木曜日　18 時 30 分～19 時 45 分
　　　　①中国編（４回） ８月 18 日、25 日、９月１日、８日
　　　　②フランス編（３回） ９月 15 日、22 日、29 日
　　　　③韓国編（３回） 10 月６日、13 日、20 日　　　※希望する１カ国のみの受講も可能
場　所　青葉ビル 研修室（大町 3-8-3）　　　対　象　その国に興味がある人、簡単な言語や文化を学びたい人
定　員　① 20 人　②③ 15 人（先着）　　 　 受講料　１カ国につき 1,000 円
申込方法　電話でお申し込みください
申込期限　①８月 12 日㈮　②９月 12 日㈪　③ 10 月 3 日㈪
※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります

外 国 ひ ろ ば │ 受講者募集 │ 　外国の言語や文化を学ぶ講座です。各国の簡単
な言語を学んだり、異文化に触れてみませんか？

申し込み・問い合わせ
　市文化スポーツ部 国際交流課　☎27-5713

わらび座ミュージカル 「北斎マンガ」

「釜石新聞NewS展」 第１回かまいし百円市
　「復興釜石新聞」を引き継ぎ、令和３年４月か
らウェブ専門媒体としてスタートした「釜石新聞
NewS」。２人の記者が、まちの出来事や暮らす人
たちのさまざまな表情をお伝えしています。これ
までの取材から 30 点の写真と記事を展示します。
日　時　８月11日（木・祝）～８月 21 日㈰  
　　　　９時～21時（15日㈪は休館日）
場　所　釜石市民ホール TETTO ギャラリー
入場料　観覧無料

　野菜やお菓子、リユース可能な子供用品やおもちゃ
など、100 円の商品が集まるフリマを開催します。
日　時　８月６日㈯ 10 時～15 時
場　所　釜石市民ホール TETTO・ホール前広場
※エコバッグを持参の上、お越しください

当日は、過去の「釜石よいさ」を映像で振り返る
イベントも同時開催！
日　時　10 時～ 14 時 30 分
場　所　釜石 PIT

問い合わせ
　釜石市民ホールTETTO　☎22-2266

問い合わせ　釜石市民ホールTETTO　☎22-2266 問い合わせ　釜石まちづくり㈱　☎22-3607

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

問い合わせ
　 甲子地域会議事務局（甲子地区生活応援

センター内）☎ 23-5524

夏の星空観察会 参加者募集 甲子川のアユを味わう会
日　時　８月26 日㈮　19 時 30分～ 20 時 30分
場　所　根浜シーサイド駐車場
　　　　※現地集合・現地解散　※雨天中止
内　容　天の川などの夏の星座の観察　　参加料　無料
持ち物　筆記用具、懐中電灯
　　　　※双眼鏡は貸し出せますが、数に限りがあります
　　　　※各自虫よけ対策をお願いします
定　員　30人程度（小学生のお子さんは保護者が同伴願います）
申込期限　８月19 日㈮

　甲子川のアユのPRと資源維持のため、アユ
の塩焼きを提供するイベントを開催します。
※ アユの放流に活用する募金（任意）への協力を

お願いします
日　時　８月 21日㈰ 10 時～
　　　　雨天の場合、28日㈰に延期
　　　　※アユが無くなり次第終了
場　所　道の駅釜石仙人峠

　わらび座 70 周年を記念して制作されたロックな音楽と笑いと涙ありの
舞台をお楽しみください。

日　時　８月 27 日㈯　14 時 30 分　開場 14 時　　
場　所　釜石市民ホール TETTO ホールＡ
入場料　全席指定　一般 3,000 円／高校生以下 1,500 円（当日各 500 円増）　※未就学児入場不可
プレイガイド　 釜石市民ホール、イオンスーパーセンター釜石店、シーサイドタウンマスト 他

文化庁 大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン事業
『公文協アートキャラバン事業　劇場へ行こう２』参加事業
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