【募集】
3B体操無料体験教室参加者
日時 ８月29日㈬、９月５日㈬
各日13時30分〜15時
場所 市働く婦人の家
対象 市内在住または在勤の人
定員 先着15人
持ち物 タオル、飲み物、上靴
申し込み 市働く婦人の家（☎23‑
2017）または（公社）日本３Ｂ体
操協会（担当：熊谷公認指導士☎
090‑2990‑4241）

【募集】
「親子でブドウ狩りに
行こう！」
参加者
釜石市母子寡婦福祉協会は、ひ
とり親家庭の親子を対象にブドウ
狩りを行います。
日時 ９月17日
（月・祝）10時30分
（紫波町）
場所 紫波フルーツパーク
定員 先着15組
申込期限 ９月５日㈬
申し込み 同協会（担当：川崎☎
080‑3195‑2083）

【募集】
点訳奉仕員養成講座の受講生
日時 10月３日〜12月５日の毎
週水曜日、19時30分〜21時（全
10回）
場所 市身体障害者福祉センター
内容 文章を点字に訳す基礎を学ぶ
対象 パソコンの基本的な操作が
できる人、講座終了後は点訳ボラ
ンティアの活動に参加できる人
定員 10人程度※ノートパソコ
ン持参
費用 600円程度（テキスト代実費）
申込期限 ９月14日㈮
申し込み 同センター（☎23‑
1630）

ま

ちのお知らせ
In f o rm at i o n

【募集】北九州マラソン
（釜石特別枠）参加者

【募集】
「わたしの防災」
を
考えるセミナー参加者
考え

日時 平成31年２月17日㈰9時〜
コース 北九州市役所前〜北九州
国際会議場前
対象 釜石市にゆかりのある人
定員 ①マラソン４人②ペアリ
レーマラソン２組（１組２人）
費用 ①１万円②１組１万8,000
円※交通費、宿泊料は実費
申込期限 ９月７日㈮
申し込み・問い合わせ 北九州市
釜石デスク（☎31‑3285）

日時 ９月９日㈰13時〜15時
場所 釜石市民ホールTETTO
内容 「女性と災害」をテーマ
に、女性の視点からみんなで防災
について考えます
講師 立命館大学大学院人間科学
研究科教授 村本邦子さん
対象 どなたでも
費用 無料
申込期限 ９月４日㈫
申し込み 市総合政策課男女共同
参画室（☎27‑8413）

【募集】釜石市民劇場の
キャスト・舞台制作スタッフ
釜石市民ホールTETTOでの初
公演に参加してみませんか。公演
まで週３回程度活動します。
公演日時 11月10日㈯18時〜、
11日㈰13時〜
募集人数 キャスト：主役男性（中
学〜高校生ぐらい）１人、男性９
人、女性５人、小中学生若干名、
エキストラ多数、舞台制作スタッ
フ：高校生以上多数
申込期限 ９月８日㈯
申し込 み 市民 劇場 実 行委員会
（担当：久保☎090‑7798‑2307）
または市生涯学習文化スポーツ課
（☎22‑8835）

釜石市民ホールTETTOの館外
事業のボランティアスタッフを募
ゆうやく
集します。釉薬で絵付けし、移動
式の窯で焼いた器でお茶を楽しむ
イベントです。
日時 9月30日㈰9時〜22時の間
で4時間以上活動できる人
場所 大槌福幸きらり商店街
募集期間 8月15日㈬〜9月15日㈯
※詳しくはお問い合わせください
申し込み・問い合わせ 釜石市民
ホール（☎22‑2266）
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ん野点」
ボランティアスタッフ

「あなたの生きる場・活かすま
ちを創造しよう」をテーマにまち
が魅力的になる心構えの講演や空
き物件のリノベーションなどの事
例発表を行います。
日時 9月17日（月・祝）13時30分
〜16時※交流会は16時15分〜
場所 co-ba kamaishi marudai
（大平町3‑9‑1）
費用 セミナーは無料。交流会に
参加する場合は1,500円
申込期限 9月5日㈬
申し込み 参加申込書に記入の
上、県経営支援課（☎019-6295546、FAX019-629-5549、
AE0002@pref.iwate.jp）へ。参
加申込書は県のホームページから
ダウンロードできます

■日時 ９月１日㈯８時〜８時40分
■想定内容
９月１日㈯８時に釜石市で震度５強の地震を観測し、８時３
分に岩手県沿岸に大津波警報を発表。当市への津波到達予想時
刻は８時30分ごろ、巨大な津波が予想されると発表された。
■訓練内容
①８時に、防災行政無線で緊急地震速報の警報音を鳴らします
②落下物などから身を守る行動を取ってください
③沿岸部の人は、地震の揺れがおさまったら、避難の呼び掛け
を待たず、直ちに近くの高台か津波避難場所に避難してくだ
さい
④防災行政無線で数回、大津波警報のサイレンを鳴らし、避難
指示を伝達します（英語での呼び掛けも行います）
⑤いったん、高台や津波避難場所に避難したら、終了の放送が
あるまで低い所には戻らないでください
⑥市内陸部の集会施設を管理している町内会などの人は、避難
者が来ることを想定して施設の鍵を開けて受け入れ体制を
取ってください

■津波災害緊急避難場所
「釜石市防災・暮ら
しのガイドブック」や
市のホームページ、各
地区生活応援センター
で確認できます。
■注意事項
①避難するときは、車を使わないで
ください
②訓練中は、緊急地震速報の警報音
やサイレンが鳴りますが、実際の
災害と間違わないでください
③この訓練は実際の災害と違い、エ
リアメール・緊急速報メールの配
信は行いません
④実 際 の 災 害 が 予 想 さ れ る 場 合 な
ど、状況によっては中止する場合
があります

問い合わせ 市防災危機管理課 防災係 ☎27‑8441

釜石市「海の日」実行委員会事業

新造巡視船「きたかみ」一般公開
釜石海上保安部
に 、新 造 の 巡 視 船
が67年ぶりに配属
されました。新しい
巡視船「きたかみ」
は最新鋭の装備を持つ中型巡視船です。
◆日時
８月26日㈰ 10時〜12時、13時〜15時
（時間内は自由に見学できます）
◆場所 釜石市魚市場岸壁
◆対象 どなたでも（申し込み不要）
◆その他
停船状態での船内見学となります
海上保安庁キャラクター「うーみん」と
のふれあいや制服試着などのコーナーも
あります
天候不良や緊急の事件事故などにより公
開を中止する場合があります
※同日、小型旅客船で釜石湾内クルーズを
行います。６ページをご覧ください
問い合わせ 釜石市「海の日」実行委員会事務局
（市水産課内 ☎27‑8427）

夜間通行止めのお知らせ

国土交通省は、三陸沿岸道路の足場解体工事に伴い次の
とおり夜間通行止めを行います。う回路の利用などご協力
をお願いします。

市道小佐野１号線と市道小佐野堤防線
８月21日㈫〜23日㈭ 各日22時30分〜翌日５時
※悪天候による予備日 ８月24日㈮
市道新町堤防線
８月24日㈮〜25日㈯ 各日22時30分〜翌日５時
※悪天候による予備日 ８月27日㈪
JR釜石線
七の橋

国道283号

８月21〜23日

（仮）釜石中央IC

双葉
小学校

８月24〜25日

各日22時30分〜翌日５時
（予備日８月27日）

各日22時30分〜翌日５時
（予備日８月24日）

市道小佐野１号線

沿岸広域
振興局

新町

労働基準
監督署

【上中島こども園】
募集人数 保育教諭１人
応募資格 保育士免許および幼稚
園教諭免許を持つ人
雇用期間 ９月14日㈮〜平成31
年３月13日㈬
業務内容 保育業務補助
賃金 日額7,285円
応募方法 ハローワーク釜石（☎
23‑8609）へ
問 い 合 わ せ 市 総 務 課（☎ 2 7‑
8411）

のだて

【募集】
「まち魅力創造セミナー」
参加者

９月１日の「防災の日」に地震・津波避難訓練を実施します。
いつかまた必ず来る地震・津波に備え、犠牲者を出さないよう、市民・企業・団体の皆さんの協力と参加
をお願いします。

防線
川川川
新町
市道
川川川
小小小

【募集】
「きむらとしろうじんじ

種目 自衛官候補生、一般曹候補
生、航空学生
応募期限 ９月７日㈮
※応募方法など詳しくはお問い合
わせください
問い合わせ 自衛隊釜石地域事務
所（☎23‑7854）

地震・津波避難訓練 9月1日㈯ 8時〜

野
小佐
市道 線
堤防

【募集】
市の臨時職員
職員

【募集】
【募
自衛官

高いところへすぐ避難

小佐野橋

スーパー

■問い合わせ
工事については 川田工業㈱ ☎55‑6990
事業については 国土交通省南三陸国道事務所

☎29‑1625
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