
日　　時　 １月28日㈯ 10時30分～13時30分
場　　所　魚河岸テラス　キッチンスタジオ　　　
参 加 料　無料
内　　容　・カキ漁師さんによるカキのむき方の講座
　　　　　・カキフライとカキの炊き込みご飯の作り方
募集人数　10人（市内在住者優先）
応募資格　小学４年生以上
募集方法　次の応募フォームからお申し込みください
※ ２月はタラ、３月はホタテとわかめを使った料理教室を予定しています

夜間納税相談
期日　１月30日㈪、31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）

今月の納税
【市県民税　　　　４期】
【国民健康保険税　７期】
　納期限１月 31 日㈫

休日納税相談
日時　１月29日㈰
　　　９時～15時
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎
27-8417）

１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

２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

３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

７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

８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

９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

11 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

16 日 ㈭
双葉学童育成クラブ 15：00〜15：30

釜石市の人口と世帯（12 月）
男 14,627 人 （－16人）
女 16,008 人 （－33人）

合　計 30,635 人 （－49人）
世　帯 15,762 世帯（－  6世帯）

※（   ）は前月比

岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　１月25日㈬、２月８日㈬、
２月15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　２月２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　２月３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　２月７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）

多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　２月21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（２月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話番号

５ 日 釜石のぞみ病院 大渡町 ☎ 31-2300
おおぞら薬局 ☎ 31-2030

11 土・祝 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

12 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

19 日 植田医院 大槌町 ☎ 42-2130
つくし薬局本店 ☎ 42-8500

23 木・祝 武田整形外科 甲子町 ☎ 23-3030
おおぞら薬局松倉店 ☎ 27-7680

26 日 おしゃち外科クリニック 大槌町 ☎ 27-5656
おしゃっち前薬局 ☎ 27-7166

休日 曜日 当番歯科医 所在地 電話番号
５ 日 かっし歯科医院 甲子町 ☎ 25-2785
12 日 三浦歯科クリニック 大字平田 ☎ 55-6480
19 日 山崎歯科クリニック 中妻町 ☎ 23-1111
26 日 やえがし歯科医院 大字平田 ☎ 36-1182

17 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

21 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

24 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

28 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

問い合わせ　釜石市地域おこし協力隊 清原　☎080-5740-6064

今が旬！ カキのむき方と料理の教室

釜石市立図書館〈２月の休館日〉
６日、13日、20日、23日、27日
※ 休館日の確認や図書の検索

などができます⇒

日時　毎週火曜日10時～12時
※年末年始、祝日を除く
場所　ハローワーク釜石２階　相
談室
対象　本人（15歳～49歳）、家族、
関係機関
定員　各回２人（組）
内容　若者、就職氷河期世代の人々
の自立と就労に関する個別相談（１
回50分程度の相談）
※予約制
申し込み・問い合わせ　みやこ若
者サポートステーション   ☎0193-
65-9704   FAX 0193-65-9705   

mail@morisapo.jp

若者のための就職相談会を
開催しています

日時　１月27日㈮13時30分～
場所　青葉ビル 研修室
内容　里親制度説明、里親体験発
表、個別説明会（希望者のみ）
※ 里親体験は、市内で活動してい
る里親さんが発表します

申し込み・問い合わせ　宮古児童相
談所  里親担当　☎0193-62-4059

里親制度説明会

申し込み・問い合わせ　市商工観光課　☎27-8421　FAX 22-2762

日　時　 ２月14日㈫14時～16時
場　所　釜石市民ホールTETTO ホールＡ
内　容　【第１部】・ ８自治体による持続可能な観光の推進に向けた

共同宣言署名式
　　　　　　　　・基調講演　講師　高山　傑

まさる

さん
　　　　【第２部】・ 報告会　日本「持続可能な観光」連携協議会構成

自治体、㈱かまいしDMCの取り組み報告
入場料　無料（先着50人 事前申込制）　　
申込期限　２月７日㈫
申込方法　電話またはFAXでお申し込みください

持続可能な観光サミット

（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）

移動図書館車「しおかぜ号」移動図書館車「しおかぜ号」２月巡回日程２月巡回日程

応募フォーム

日時　２月４日㈯14時～（開場
13時30分）
場 所　釜石市民ホールTETTO　
ホールＡ
内容　漁火の会と小学生の語り、
遠野市・青森県からのゲストによる
語り、動く民話劇「五徳と犬の足」
※ 新型コロナウイルスの感染状況
により、内容の変更・中止する
場合があります

入場料　無料（全席自由）
問い合わせ　おらほ弁で語っぺし
事務局　 nambuben2kamaishi 
@gmail.com

南部弁サミット in 釜石
第9回 おらほ弁で昔話を語っぺし

みやこ若者サポート
ステーションの
ホームページ

　（一財）自治総合センターは、宝
くじの社会貢献広報事業として、
宝くじの受託事業収入を財源に、
コミュニティ活動に対する助成を
行っています。
　本年度は、地域づくり助成事業
として、いす式階段昇降機を平田
公民館・甲子公民館・図書館に設
置しました。

コミュニティ助成事業（宝くじの助成金）で備品を整備しました

図書館甲子公民館平田公民館

問い合わせ
　市まちづくり課 地域づくり係
　☎27-8454
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