
対象　市内在住の60歳以上の人
日時　９月22日㈭、10月27日㈭、
11月24日㈭のいずれも10時～
11時
場所　釜石市シルバー人材センタ
ー事務局（市営釜石ビル２階）
※事前予約、持ち物不要
※�上の日程以外でも個別に相談対
応します
問い合わせ　（公社）釜石市シル
バー人材センター（☎22-2182）

釜石市シルバー人材センター
入会説明会

対象　日常で使う英会話を学びた
い市内在住または在勤の人
日時　10月18日～12月20日の毎
週火曜日（全10回）10時15分～
11時45分
場所　青葉ビル�研修室２
講師　クリスティス・ノア・アー
ロンさん
受講料　5,000円（全回数分）
※�初回は無料です。レベルや内容
をみて２回目以降の受講を決め
てください
定員　先着10人
申込期限　10月14日㈮
※�託児が必要な人は、ご相談くだ
さい
申し込み・問い合わせ　市国際交
流課（☎27-5713��� kokusai＠
city.kamaishi.iwate.jp）

受講者募集
日常英会話講座【後期】

日時　10月２日㈰
　　　13時30分～15時
会場　釜石教育会館３階（大渡町
1-5-21）
定員　20人（事前申込制）
参加費　無料
内容　テーマ「不登校・ひきこも
りだった我が子の親として－私の
居場所づくり－」　講師　気仙地
区不登校ひきこもり父母会�事務局
長　佐々木善仁さん
申し込み・問い合わせ　虹の会（釜
石地区不登校を考える父母会）（☎
090-6251-4311）

不登校・ひきこもり学習会

　令和3年度釜石市情報公開制度
の利用状況は次のとおりです。請
求方法など詳しくは、お問い合わ
せください。
【市長への請求】
請求件数 開示 非開示
60件 54件 5件

【その他の機関への請求】
請求件数 開示 非開示
5件 4件 0件

※�請求件数には取り下げ件数を含
む。開示には一部開示を含む
問い合わせ　市広聴広報室（☎
27-8419）

釜石市情報公開制度の
利用状況

申し込み・問い合わせ　宮古年金事務所　☎0193-62-1963　市市民課 国保年金係　☎27-8479

国民年金の「任意加入制度」
　国民年金保険料を納められなかった期間や、免除の期間などがあると、受け取る年金額が少なくなります。
このような場合に、年金受給額を増やす手段として、60歳以降も国民年金に加入することができる「任意
加入制度」があります。
対　　象　 60歳以上65歳未満の人で納付月数が480月未満の人
　　　　　※ 現在の厚生年金加入者や、既に老齢基礎年金を繰り上げ受給している人は対象外
申請に必要なもの　①基礎年金番号のわかるもの
　　　　　　　　　②通帳またはクレジットカード　
　　　　　　　　　　※ 任意加入の際の納付方法は、原則、口座振替またはクレジットカード納付
　　　　　　　　　③通帳登録印鑑（口座振替を希望する場合）

　悩みを抱えている人に気づいて、声をかけ、話しに耳を傾け、専門機
関につなぎ、あたたかく寄り添いながら見守りをするゲートキーパー。
一緒にゲートキーパーについて、学んでみませんか？
日　　時　 10月15日㈯  ９時30分～11時
場　　所　中妻地区生活応援センター　集会室
内　　容　こころの健康づくり ～ゲートキーパーについて～
講　　師　秋田大学　佐々木久長先生
申込期限　10月３日㈪　※先着35人

青い空の会　ゲートキーパー講座

申し込み・問い合わせ　市健康推進課 成人保健係　☎22-0179

受講者受講者
募集募集

～悩んでいる人に勇気をもって声をかけてみませんか～
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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）

問い合わせ　図書館（☎25-2233）
〈10月の休館日〉  ３日、10日、11日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、31日
　　　　　　　　※18日～ 21日は蔵書点検のため臨時休館となりますが、移動図書館車は運行します

夜間納税相談
期日　９月29日㈭、30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　10月２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）

4 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

6 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

7 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

8 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

12 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

13 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

14 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

18 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

19 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

21 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

25 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

27 日 ㈭
双葉学童育成クラブ 15：00〜15：30

今月の納税
【国民健康保険税  ３期】
納期限９月30日㈮

釜石市の人口と世帯（８月）
男 14,681 人 （－ 20 人）
女 16,123 人 （－ 42 人）

合　計 30,804 人 （－ 62 人）
世　帯 15,800 世帯（－25世帯）

※（   ）は前月比

INS 地域フォーラム in 釜石INS 地域フォーラム in 釜石
　INS（岩手ネットワークシステム）は、岩手大
学などと産学官連携による研究開発の取り組み
を活用して県内の産業振興を図る活動を行って
います。
　INSおよび研究会の活動を広く市民の皆さん
に知っていただくため、地域フォーラムを開催
します。どなたでも参加できます。

日時　 10月６日㈭ 14時～17時
会場　釜石PIT
定員　50人（事前申込制）
内容　 INS会長（前岩手大学学長）岩渕明さん

の講演、INS研究会（SDGs研究会・環
境リサイクル研究会）の活動報告　など

申込方法　 ホームページからお申し
込みください

申込期限　10月３日㈪

問い合わせ
　 INS「海洋と社会」研究会幹事（岩手大

学釜石キャンパス）田村（☎55-5691、
tamurana@iwate-u.ac.jp）

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　9月28日㈬、10月12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）

法の日「司法書士無料法律相談会」
日時　10月１日㈯�10時～15時
場所　シーサイドタウン�マスト２
階�マストホール
問い合わせ　小笠原司法書士事務
所（☎22-0764）

法テラス弁護士巡回無料法律相談（要予約）
日時　10月４日㈫�
　　　13時～15時30分

各 種 相 談各 種 相 談

休日当番医・薬局・歯科医（10 月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

2 日
ふじまる内科医院

大槌町
☎ 27-5151

クリス薬局 ☎ 55-5891

9 日
藤井クリニック

只越町
☎ 27-8857

ツルハドラッグ釜石店 ☎ 31-2268

10 月・祝
釜石のぞみ病院

大渡町
☎ 31-2300

おおぞら薬局 ☎ 31-2030

16 日
小笠原内科クリニック

上中島町
☎ 25-2580

中田薬局上中島店 ☎ 21-2050

23 日
釜石ファミリークリニック

大渡町
☎ 31-1616

はまゆり調剤薬局 ☎ 24-3671

30 日
植田医院

大槌町
☎ 42-2130

つくし薬局本店 ☎ 42-8500
休日 曜日 当番歯科医 所在地 電話番号
2 日 平松歯科医院 野田町 ☎ 25-0315
9 日 歯科福成医院 新町 ☎ 25-0105
16 日 かっし歯科医院 甲子町 ☎ 25-2785
23 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎ 55-6480
30 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎ 36-1182

　市は、生涯を通じて誰もが、いつでも、どこでも、
気軽にスポーツに親しみ、楽しめるような生涯スポー
ツ社会の実現を目指し新たなスポーツの推進を図るた
めの10カ年計画（案）について意見を募集しています。

募集期限　 ９月30日㈮
意見を提出できる人
　市内に居住、または通勤、通学している人など
記載内容
　 提出意見とその理由（計画案のどの部分に対する意

見かを記載）、住所、氏名、電話番号、勤務先または
通学先（市外の人のみ）

提出先
　 持参、郵送、FAX、メールなど文書で市広聴広報室

へ提出してください
　〒026-8686  只越町3-9-13（市役所第１庁舎２階）
　FAX 22-2686　koutyou@city.kamaishi.iwate.jp
※�資料は市のホームページに掲載する他、市市民課、市保
健福祉センター、図書館、各地区生活応援センター、市広
聴広報室、市スポーツ推進課に備え付けます

問い合わせ
　市スポーツ推進課 スポーツ推進係　☎27-5712

釜石市スポーツ推進計画（案）

移動図書館「しおかぜ」移動図書館「しおかぜ」

10 月巡回日程10 月巡回日程

場所　市消費生活センター
内容　民事、家事、行政に関する
こと
定員　予約先着４人
※予約は前日の15時まで
※�予約の際、収入などの確認があ
ります

申し込み　法テラス気仙
（☎0570-078385）

公証相談（要予約）
日時　10月６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）

人権相談
日時　10月７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　10月18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　10月20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

意見
募集

　いわて産業振興センターは、県
内の中小企業が必要とする設備
（中古設備を含む）を代理購入し、
割賦形態で貸与しています。

【制度の概要】
対象　県内に事業所・工場を有す
る中小企業
貸与期間　３年～10年
貸与限度額　100万円～１億円
対象設備　設備（建物を除く）
保証金　貸与額の10％
利息（貸与損料）　年率1.2％～
1.6％（固定）
連帯保証人　（法人）代表者１名、
（個人）不要
※詳細は、お問い合わせください
申し込み・問い合わせ　
（公財）いわて産業振興センター
（☎019-631-3821）

設備貸与の申し込みを
受け付けています
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