５月１日
（土）
〜５日
（水・祝）
釜石観光ガイド会による「街なかガイド」
１人300円／１時間
５月２日
（日）
〜５日
（水・祝）
ガイド付き橋野鉱山直通シャトルバス運行
高校生以上1,000円 小学生以上500円
小学生未満無料
※要予約 申し込み ㈱岩手旅行社
☎31‑1300
５月３日
（月・祝）
、４日
（火・祝）
春まつりのチラシ持参で釜石大観音の有料
駐車場が無料
※詳細はお問い合わせください

旬の食材を使ったお弁当や水産加工品、焼き鳥や焼き
そば、キッチンカーによるコーヒーやスイーツを販売し
ます。また、サン・フィッシュ釜石では、その場で購入し
た食材を使い、オリジナルのっけ丼や海鮮焼きが楽しめ
ます。
※焼き器は有料で貸し出します
※シープラザ釜石館内では買い物500円ごとに商品券の
当たるスクラッチくじが引けます
日時

５月３日
（月・祝）
、４日
（火・祝）
10時〜15時

場所

鈴子町駅前広場、サン・フィッシュ釜石周辺

※新型コロナウイルスの感染状況により、内容を変更・
中止することがあります
問い合わせ （一社）
釜石観光物産協会

鈴子町22‑1

５月１日
（土）
〜３日
（月・祝）

受付場所

魚河岸テラス（魚河岸３‑３）

料

１人3,800円（税込）

金

参加条件

小学生以上

出港時間

14時、15時、16時、17時（運行時間約90分）

㈱かまいしDMC

☎27‑5566

象
所
付

市内に在住または在勤の人
働く婦人の家
５月11日㈫８時30分〜（先着順）

№

科目

定員

申込方法
その他

持ち物

10人 ５月18日㈫10時〜12時

２ 和食講座（旬の天ぷら他）

10人 ５月20日㈭10時〜12時

３ ガリとザワークラウト講座

12人 ５月27日㈭10時〜12時

７
８

ミシン、洋裁セット
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広報かまいし

働く婦人の家

②橋野多目的集会施設前

9:45〜10:00

⑪上平田ニュータウン集会所前

14:05〜14:20

③栗林地区コミュニティ消防センター
付近

10:10〜10:25

⑫上平田集会所前

14:25〜14:35

④砂子畑集会所前

10:30〜10:40

⑬旧平田第１・第２仮設団地入り口付近

14:45〜14:55

⑤鵜住居公民館川目分館

10:45〜11:00

⑭唐丹地区生活応援センター付近

15:10〜15:25

⑥旧箱崎町仮設団地B入り口付近

11:20〜11:30

⑮片川集会所付近

15:35〜15:45

⑦日向グラウンド付近（鵜住居町）

11:45〜12:00

⑯荒川地区集会所付近

15:55〜16:05

⑧女遊部公民館付近

12:10〜12:20

⑰久保正春さん宅前（上荒川）

16:10〜16:20

⑨松原公園付近

13:30〜13:40

①浜町集会所前

9:15〜 9:25

⑪青葉タクシー付近（小川町）

13:00〜13:10

②旧天神町仮設団地入り口付近

9:30〜 9:40

⑫中小川集会所前

13:15〜13:25

③ホテルマルエ駐車場

9:45〜 9:55

⑬上小川石灰橋付近

13:30〜13:40

⑤源太沢公園

10:20〜10:30

⑮甲子地区生活応援センター前

14:10〜14:20

⑥上中島多目的グラウンド駐車場

10:35〜10:50

⑯大畑団地集会所前

14:25〜14:35

⑦小佐野地区生活応援センター

10:55〜11:10

⑰甲子林業センター

14:45〜14:55

⑧花崎産業駐車場（向定内）

11:15〜11:25

⑱洞関地区コミュニティ消防センター
付近

15:00〜15:10

2,000円

⑨野田西公園北側

11:30〜11:40

⑲大松地区コミュニティ消防センター
付近

15:20〜15:30

1,000円

⑩小川町・親和橋付近（旧市民体育館
入り口）

11:50〜12:00

⑳ 仙人インフォメーションセンター前

15:35〜15:50

受講料

（教材費）

1,000円
無料
無料
3,000円

エプロン、三角巾
密閉容器

1,000円

エプロン、三角巾
密閉容器

1,000円

小川町4‑2‑5

13:45〜13:55

13:55〜14:05

※受講の際は、事前に検温とマスクの着用をお願いします
申し込み・問い合わせ

⑩大平児童遊園

4
1

31

市は︑水道未普及区域で安全な飲用水
を安定的に確保するため︑飲用水確保困
窮者が新規で飲用井戸の整備を行う場合
に要する経費に対し︑補助金を交付しま
す︒

６

9:15〜 9:25

●補助要件
次 の 対 象 区 域 に 居 住 し ︑飲 用 水 の 確 保
が困難な状況にあり︑個人または共同で
飲 用 井 戸 を 整 備 およ び 管 理 す る 人 な ど
●対象区域
甲子町︵大洞︶
︑鵜住居町︵外山︶
︑両石
町︵女遊部︶
︑橋野町︵青ノ木︑中村︑
能舟木︑横内︑古里︑沢桧︑早栃︶
︑唐
丹町︵山谷︑荒川︑川目︵鍋倉︶
︶など
●交付対象経費
新規で飲用井戸の整備に要する経費
●交付額
交付対象経費の全額
︵上限 １００万円︶
●申請期限 令和 年 月 日
︵月︶
※工事着工前に申請が必要です
※予算の範囲内で実施しますので︑期限
前に終了する場合があります
※提出書類など詳しくは︑
市のホームページをご覧
いただくか︑お問い合わ
せください

５

ナタリーのヨガ講座
10人 ６月 5日㈯18時〜20時
（女性限定）【夜間コース】
ナタリーのヨガ講座
10人 ６月 6日㈰10時〜12時
（女性限定）
洋裁講座（レザー取手のあづ
６月 9日、16日、23日
６人
まバッグ）
（毎回水曜日）10時〜12時
パン講座（フライパンで焼
け る 天 然 酵 母 パ ン と サ バ 缶 ８人 ６月26日㈯10時〜12時
ディップ）
スモーク講座（ベーコンや身
12人 ７月 9日㈮10時〜12時
近な材料で）

間

①能舟木集会所前

問い合わせ 市生活環境課 環境保全係
８‑４５３
☎

４

軍手
エプロン、三角巾
密閉容器
エプロン、三角巾
密閉容器
タオル、ヨガマット
水分補給用の飲み物
タオル、ヨガマット
水分補給用の飲み物

時

釜石市水道未普及地域
対策事業補助金制度を
ご活用ください

１ 春の寄せ植え講座

実施場所

⑭市球技場入り口付近

窓口または電話でお申し込みください
新型コロナウィルス感染症の状況により、
中止となる場合があります

日時

間

☆予防注射（1匹）3,200円

10:05〜10:15

日㈮

対
場
受

時

☆登録料金（1匹）3,000円

犬の登録と
狂犬病予防注射
を実施します

④昭和園クラブハウス前

受講者
募 集

５月

令和３年度「釜石市働く婦人の家」前期定期講座

91

実施場所

日㈭

問い合わせ

間

1

犬の登録と狂犬病予防注射日程表

５月

期

27

☎27‑8172

漁船に乗って釜石を満喫しよう!!
漁船クルーズを定期便として運行（通常
は事前予約制）し、釜石湾内を周遊します。
期間中限定の、釜石大観音入館料無料クー
ポンと魚河岸テラス２階飲食店の500円割引
クーポンがセットになったプランです。
※天候により中止となる場合があります

大 の飼い主のみなさんへ 〜マナーを守って楽しいペットライフ!〜

犬を飼うには狂犬病予防法に
より各種の手続きが必要です︒
①新しく犬を飼ったとき
生後 日以上の犬は︑生涯に
回の登録が義務付けられてい
ます︒
登録の手続きは︑市生活環境
課および動物病院でできます︒
②飼い犬が死亡したとき
市への届け出が必要です︒市
生活環境課または各地区生活応
援センターで手続きできます︒
電話による届け出も受け付け
ます︒
③登録内容の変更があったとき
犬の飼い主または住所などが
変更になった場合は︑市への届
け出が必要です︒
④狂犬病予防注射について
犬には年一回︑狂犬病予防注
射を受けさせることが法律で義
務づけられています︒
春・秋に実施する集合注射ま
たは︑かかりつけの動物病院で
接種できます︒
大事な家族を狂犬病から守り
ましょう︒

かまいし春まつり関連イベント

問い合わせ
市生活環境課 環境保全係
☎ ８-４５３

かまいし春まつりを開催します

☎23‑2017

…このマークが付いているものは「かまいし健康チャレンジポイント」の対象です

広報かまいし
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