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　岩手弁護士会は、高齢者・障が
い者を対象に相談会を開催します。
日時　11月24日㈭13時～17時
内容　法律や介護、福祉サービス、
年金などについての相談に応じま
す。
相談方法・場所　
面接相談：岩手県福祉総合相談セ
ンター（盛岡市本町通3-19-1）
電話相談：019-625-0110
問い合わせ　東海林法律事務所  
東海林弁護士（☎019-623-9511）

高齢者・障がい者
なんでも 110番

「図書館クリスマス会」
日時　12 月 10 日㈯ 10 時 30 分～
12時
場所　図書館 ２階視聴覚室
内容　DVD上映、ミュージック
ベル演奏、絵本の読み聞かせなど
定員　先着30人（事前申込制）
申込開始　11月15日㈫
「クリスマス図書展」
期間　12月9日㈮～25日㈰
場所　図書館 １階展示ホール
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

図書館クリスマス会＆
図書展を開催します

問い合わせ　
　市総務課　☎27-8462

カード未取得の人はこの機会に
取得をご検討ください。
【各地区の生活応援センター】
小佐野地区　11月21日㈪
　13時30分～16時30分
平田地区　　11月22日㈫
　13時30分～16時30分
中妻地区　　11月24日㈭
　　　　　　9時～12時
唐丹地区　　11月28日㈪
　13時30分～16時30分
甲子地区　　11月30日㈬
　　　　　　9時～12時
栗橋地区　　12月19日㈪
　13時30分～16時30分
鵜住居地区　12月20日㈫
　13時30分～16時30分

必要なもの
　本人確認書類
　・�免許証、運転経歴証明書、
パスポートなど…１点（顔
写真のあるもの）

　・�健康保険証、介護保険証、
通帳、病院の診察券など…
２点

※�二次元コード付きの個人番号
カード交付申請書があるとよ
り手続きがスムーズです
受取方法
　�市役所の市民課窓口か郵送

　岩手県共同募金会は、地域の福
祉向上を目的に活動する県内のボ
ランティア・NPO団体・自治会
などの事業を支援します。
申請期限　12月15日㈭
助成対象　地域の福祉活動に直接
使用する機器・用具・備品の購入経費
助成額　1～20万円
申し込み　申請書を釜石市社会福
祉協議会に提出してください。実
施要領と申請書はホー
ムページからダウンロ
ードできます
問い合わせ　（福）岩手県共同募
金会（☎019-637-8889）

「令和５年度福祉のまちづくり
支援事業」募集

　観覧・応援は自由です。ぜひご
来場ください。（新型コロナウイ
ルス感染拡大防止にご協力くださ
い）
日時　12月４日㈰ 10時～
場所　市民ホールTETTOホールＡ
内容　カラオケ・踊り・マドロスなど
観覧料　無料（被災地支援募金に
ご協力ください）
問い合わせ　ハツラツカラオケ
藤原（☎080-5577-8731）、小笠
原（☎080-6029-8811）

「あなたの一芸、見せてください。」
を開催します

日時　12月４日㈰11時～15時
場所　うのすまい・トモス
内容　市内外の飲食店による出店
やハンドメイドのクリスマス雑貨
などの露店、廃油でキャンドル作
り体験、クリスマスアートの展示、
ノンアルコールホットワインのお
振る舞いなど（予定）
問い合わせ　㈱かまいしDMC（う
のすまい・トモス事務局）（☎27-
5666）

うのすまい・トモスクリスマス
マーケットwithひとつの街

日時　12月17日㈯　受付13時～
釜石駅 13：25 発⇒盛駅⇒釜石駅
15：28着
料金　大人2,000円、小学生以下
1,000円
定員　36名（最少催行20人）
申込期限　12月5日㈪　※先着順
内容　紙芝居、三鉄クイズ、恋し
浜見学、ビンゴ大会（全員にプレ
ゼントあり）など
申し込み・問い合わせ　三陸鉄道
㈱釜石駅（☎22-1616）

三陸鉄道
『クリスマス列車』運行

　ご自身の年金記録や年金見込額
を確認し、将来の生活設計につい
て、考えてみませんか。「ねんき
んネット」でパソコンやスマート
フォンから、いつでもご自身の年
金記録を確認できる他、将来受給
できる年金見込額の試算もできま
す。
　利用方法は、日本年
金機構のホームページ
をご覧ください。
問い合わせ
宮 古 年 金 事 務 所（ 宮 古 市 太 田
1-7-12）（☎0193-62-1963）

11月30日（いいみらい）は
「年金の日」です

マイナンバーカードの
取得をサポートします

「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
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お兄ちゃんと元気に
仲良く育ってね

問い合わせ　市国際交流課　☎27-5713

　皆さん、こんにちは！アメリカ合衆国の南西部にあるアリゾナ州から
来たナターシャです。去年の11月に来日し、市の国際交流課で国際交流
員として働いています。毎年気温が45度を超える紅葉も雪もないアリゾ
ナ州で育ってきたので、人生で初めてこんなに寒い場所に住みました。1
年前の第一印象は「寒さ」でしたが、釜石の人々はとても温かく親切で、
すぐにこの新しい街に溶け込むことができ、とても感謝しています。

　今年度から、もっと市民の皆さんと交流できるように、保育園や子育
て支援センターで英語を使いながら、ゲームや踊りをしています。アメ
リカでも保育士として働いていたので、可愛い子供たちと一緒に遊ぶこ
とができ、とても嬉しいです。他にも生活応援センターで地元やアメリ
カの文化の出前講座をしたり、翻訳・通訳業務もしています。

　釜石では今、在住外国人が増加していて、市民の異文化理解や多文化
共生の活動に力を入れています。海外と釜石の架け橋となれるように、
在住外国人の紹介や市民の皆さんとの交流の機会を増
やしていきたいです。定期的に市民と在住外国人の交
流イベントを企画しているので、ぜひ遊びに来てくだ
さい。また、異文化交流や英語遊び、出前講座等に興
味があればぜひ、国際交流課にお問い合せください。

市のホームページ
（出前講座）

世界とつながるKAMAISHI
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夜間納税相談
日時　11月29日㈫、30日㈬
　　　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　11月27日㈰９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

2 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 ㈫
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

7 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

8 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

10 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 13：40〜14：10

15 日 ㈭
双葉学童育成クラブ 15：00〜15：30

16 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

20 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

今月の納税
【国民健康保険税　５期】
納期限 11月 30日㈬

釜石市の人口と世帯（10月）
男 14,636 人 （-29人）
女 16,071 人 （-46人）
合　計 30,707 人 （-75人）
世　帯 15,765 世帯（-38世帯）

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　11月30日㈬、12月14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　12月１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（要予約）
日時　12月２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）

法テラス弁護士巡回無料法律相談（要予約）
日時　12月６日㈫13時～15時30
分　※予約は前日の15時まで
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、IP電話050-3383 -1402）

交通事故相談
日時　12月13日㈫13時～15時
場所　市消費生活センター
対応　県　交通事故相談員
定員　予約先着３人
申し込み　市消費生活センター

（☎0193-22-2701）
※ 前々日までに予約がない場合は

中止となります

多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　12月20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）

各 種 相 談各 種 相 談

休日当番医・薬局・歯科医（12月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

4 日
小泉医院

中妻町
☎ 23-5157

ハロー薬局 ☎ 23-8455

11 日
神林医院

甲子町
☎ 23-6635

中田薬局松倉店 ☎ 23-1230

18 日
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎ 42-7788

菊屋薬局 ☎ 42-3526

25 日
はまと神経内科クリニック

鵜住居町
☎ 29-1212

リリーフ薬局 ☎ 29-1555

31 土
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
4 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎ 23-5478
11 日 小松歯科医院 大槌町 ☎ 42-7702
18 日 近藤歯科医院 大槌町 ☎ 42-7667
25 日 ささき歯科医院 鵜住居町 ☎ 29-1222

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

問い合わせ　県土整備部�砂防災害課　☎019-629-5922　沿岸広域振興局土木部�河川港湾課　☎27-5572

市営住宅・復興住宅の入居者を募集します
受付期間　11月16日㈬～ 11月30日㈬
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く９時～17時）
申込方法　入居要件を満たす場合は、東日本大震災で被災して
いなくても、全ての復興住宅に入居できるようになりました。
ただし、震災で住宅を失った世帯などが優先されます。入居要
件の確認が必要ですので、まずはお問い合わせください。
◆入居指定日　�令和５年１月１日㈰
　※この日に入居しない場合でも、家賃はこの日から発生します
◆その他　�・申し込み多数の場合は、抽選となります
　　　　　・復興住宅には自治会などがあります

21 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

22 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

23 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

27 日 ㈫
栗橋地区生活応援センター 10：10〜10：40
上栗林地区集会所前 10：55〜11：25
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

（交通事情により多少のずれが生じることがあります）

問い合わせ　図書館（☎25-2233）

障がい者の防災グッズ
　災害から命を守るためには、発災時、速やかに避難できるよう
事前準備が必要です。

１　けん引式車いす補助装置
　車いすを利用している人の避難行動を助け
るのが「けん引式車いす補助装置」です。前
輪を浮かせて引くため、砂利道や階段がある
所でも、介助者の負担を軽減した移動が可能
です。また、市販のほぼ全ての車いすに装着することができ、持
ち運びしやすいため、女性でも簡単に利用できます。
２　聴覚障害者用情報受信装置
　聴覚障がいがある人向けの手話と字幕のついた情報番組である
「目で聴くテレビ」を見るための専用受信機です。目で聴くテレ
ビは、平時は情報番組ですが、非常時には災害情報を発信してい
ます。この装置は、日常生活用具給付事業の対象にもなっていま
す。※利用にはインターネット環境が必要です

問い合わせ　市地域福祉課�障がい福祉係
　　　　　　☎22-0177　FAX�22-6375

ふくしトピック
39

※（���）は前月比

◆入居者を募集する住宅
住　宅　名 募集戸数

野田市営住宅４号棟 3K�����：1戸
ニュータウン改良住宅 3DK��：1戸
野田復興住宅 3DK��：1戸
上中島復興住宅１号棟 2LDK：1戸
上中島復興住宅２号棟 1LDK：1戸
上中島復興住宅２号棟 2LDK：3戸
大町復興住宅４号棟 1LDK：1戸
只越復興住宅１号棟 1LDK：1戸
天神復興住宅 2LDK：1戸
本郷復興住宅（戸建） 2LDK：1戸

新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」を公開しています
　全国的に土砂災害警戒区域外で土砂災害が発生しているため、
県は高精度な地形情報を用いて、新たな「土砂災害が発生する
おそれのある箇所」を公表しました。
　市内で抽出された162カ所は「いわてデジタルマップ」で閲
覧できます。お住まいの地域周辺を確認し、大雨時などの避難
にお役立てください。

県のホームページで
関連情報を公開しています

いわてデジタルマップ
（砂防GISコンテンツ）
今回公表された情報の他、土砂
災害警戒区域も確認できます

岩手県砂防災害課
ホームページ
今回の公表の概要や、市町村
別の箇所数を確認できます

移動図書館車「しおかぜ号」移動図書館車「しおかぜ号」12 月巡回日程12 月巡回日程

釜石市立図書館〈12月の休館日〉
５日、12日、19日、26日、
29日、30日、31日
※�休館日の確認や図書の検索
などができます⇒
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