
問い合わせ　市総務課 行政係　☎27-8411

“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　10月８日㈯、16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）

宮古児童相談所巡回相談の実施

日時　11月８日㈫
　　　午前10時～午後３時まで
場所　保健福祉センター９階
内容　子どもの養育や療育につい
ての助言・指導の他、必要に応じ
て心理学的判定を実施します。

申し込み　10 月 25 日㈫までに、
子ども課までお申し込みください。
申し込み・問い合わせ　子ども課
子ども福祉係（☎22-5121）

社会保険労務士による 年金・労働問題・
助成金・成年後見制度　無料相談会

　年金に関する質問、職場でのト
ラブルなどでお悩みの事業主や労
働者、雇用調整助成金などコロナ
ウイルス対応助成金について知り
たい人はご相談ください。
　年金相談は「ねんきん定期便」
などのデータがあれば詳しい説明
ができます。
　物を忘れやすい、一人暮らしが
心配な人は成年後見制度の相談を
ご利用ください。
※予約不要・参加無料
日時　10月14日㈮10時～15時
場所　釜石情報交流センター ２階
会議室
問い合わせ　岩手県社会保険労務
士会　☎019-651-2373

　住民の社会参加と地域づくりを推進していくため「かま
いし地域づくりフォーラム」を開催します。
日　時　10月22日㈯10時〜 12時　※開場9時30分
場　所　釜石PIT　　参加費　無料
内　容
　① 基調講演　「 コミュニティデザイン（地域づくり）と社会

的処方」
　　　　　　　講師　東海大学 建築都市学部 建築学科
　　　　　　　　　　准教授　後藤　純さん　
　② 事例発表　 平田地区生活応援センター、甲子地区生活

応援センター、鵜住居地区生活応援センター

　釜石海上保安部は、海上保安官が撮影した東
日本大震災の津波による行方不明者捜索などの
写真展を開催します。
期　間　10月７日㈮〜30日㈰
時　間　９時〜 17時（７日のみ13時〜 17時）
会　場　 国営追悼・祈念施設管理棟セミナール

ーム（道の駅高田松原内）
内　容　 行方不明者捜索などの写真展示、映像

放映　他
入場料　無料

各 種 相 談各 種 相 談

問い合わせ　市まちづくり課 地域づくり係　☎27-8454
問い合わせ
　釜石海上保安部 管理課　☎22-3820

かまいし地域づくりフォーラムを
開催します

写  真  展
「東日本大震災津波と海上保安庁」

　行政相談は、役所（国、県、市町村）や独立行政法人・特殊法
人（国立病院機構、国立大学法人、郵便局、NTT、高速道路）な
どの仕事に関して、困っていることや要望したいことについて相
談に応じ、その解決の促進を図るものです。
　次のとおり相談所を開設しますので、お気軽にご利用ください。
相談は無料で、秘密は厳守されます。なお、東日本大震災に係る
相談も受け付けます。

開設日時 開　設　場　所
10月19日㈬

13時30分
～
16時

橋野ふれあいセンター【会議室】

10月20日㈭ 市役所第1庁舎1階
消費生活センター【相談室】

10月21日㈮ 釜石公民館【活動室2】
※�新型コロナウイルス感染拡大の状況で中止する場合があります。
　詳しくは、市のホームページをご確認ください
○行政相談委員　市川淳子さん、高田健二さん

10月17日㈪〜23日㈰は「行政相談週間」です

問い合わせ
　沿岸広域振興局 農林部
　☎27-5524

　県は「いわての森林づくり県
民税」を活用して、公益上重要
でありながら手入れの行き届い
ていない人工林（スギやカラマ
ツなど）を、所有者の皆さんに
代わって間伐しています。間伐
は森を元気にする大事な作業で
す。皆さんの森に元気を取り戻
し、次の世代に引き継ぎましょ
う。
　また、ナラ枯れ被害の拡大を
防ぐための作業や、すでにナラ
枯れとなり倒木しそうな危険な
状態となっている枯死木の除去
を目的とする作業も実施してい
ます。

岩手

対　　象　市内に在住または在勤の人　　　　　　 場　　所　働く婦人の家
受付開始　10月4日㈫ 8時30分〜（各講座先着順） 申込方法　窓口または電話
内　　容

№ 科　目 定員 日　時 持　ち　物 受講料
（教材費）

１ ワイドPPバンドで作る
花模様のポシェット講座 10人 10月７日、14日、21日

（毎回金曜日）10時～12時

ハサミ、鉛筆、洗濯バ
サミ10個、マスキング
テープ、定規（30㎝位）

1,000円

２ 編物講座
（かぎ編みのベスト） 10人 10月13、20、27日

（毎回木曜日）10時～12時 かぎ針７号 4,400円

３ スマホ＆長財布ポーチ講座 ５人 10月22日、29日
（毎回土曜日）10時～12時 裁縫セット 1,800円

４ ウォーキング講座 20人 10月26日㈬
10時～12時

タオル、運動靴、
水分補給用の飲物 無　料

５ エビチリとかまだんご講座 10人 10月28日㈮
10時～12時

エプロン、三角巾、
密閉容器 1,000円

６ ピタパンと秋のスープ講座 10人 11月４日㈮
10時～12時

エプロン、三角巾、
密閉容器 1,000円

７ 秋から春に楽しめる
寄せ植え講座 10人 11月10日㈭

10時～12時 軍手 2,000円

８ 常備菜講座（キノコの佃煮、
にんじんシリシリetc） 10人 11月17日㈭

10時～12時
エプロン、三角巾、

密閉容器 1,000円

９ ナタリーのヨガ講座
（女性限定）【夜間】 ８人 11月19日㈯

18時～20時
タオル、ヨガマット、
水分補給用の飲物 無　料

10 ナタリーのヨガ講座
（女性限定） ８人 11月20日㈰

10時～12時
タオル、ヨガマット、
水分補給用の飲物 無　料

11 アンフラワー（カップケーキ）
のXmasバージョン講座 10人 12月３日㈯

10時～12時
エプロン、三角巾、

密閉容器 1,000円

12 生け花講座
（正月をお花で飾りましょう） 20人 12月28日㈬10時～12時

（時間内の都合の良い時間）
花切りばさみ、
花包み 2,000円

※受講の際は、事前に検温、マスクの着用をお願いします　　※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

問い合わせ　働く婦人の家　小川町4-2-5　☎23-2017

「働く婦人の家」後期定期講座　受講者募集！

健康チャレンジ
ポイント対象

休日窓口　10月10日（月・祝）、10月
23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

蔵書点検期間　10月４日㈫～ 28
日㈮
※ 期間中、一部図書の貸し出しが

できない場合があります
※ 期間中に図書の蔵書データを読

み取るボランティアを募集して
います

詳しくは、お問い合わせください。
臨時休館　10月18日㈫～21日㈮
ただし、移動図書館車は運行しま
す
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

図書館の蔵書点検に伴う
ボランティア募集と臨時休館

森林所有者の森林所有者の
皆さんへ皆さんへ
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