平成23年（2011年）

6 月 15日発行
時

間

６月23日㈭ 18：30〜20：30
24日㈮ 18：30〜20：30
10：00〜12：00
25日㈯ 13：30〜15：30
16：30〜18：30
29日㈬ 18：30〜20：30
30日㈭ 18：30〜20：30

場

所

重茂漁業協同組合（会議室）
赤前小学校（体育館）
津軽石小学校（体育館）
磯鶏小学校（体育館）
藤原小学校（体育館）
高浜小学校（体育館）
田老高齢者コミュニティセンター
グリーンピア三陸みやこ（アリーナ）

16：30〜18：30

鍬ヶ崎小学校（体育館）

７月２日㈯ 13：30〜15：30

崎山小学校（体育館）

10：00〜12：00

市民総合体育館（メインアリーナ）

16：30〜18：30

愛宕小学校（体育館）

３日㈰ 13：30〜15：30
４日㈪ 18：30〜20：30

宮古小学校（体育館）
市役所（６階大ホール）

■内容
❶宮古市震災復興基本方針について
❷岩手県策定の津波対策のイメージ（まちづくりのパターン）に
ついて
❸意見交換

※事前の申し込みは必要ありませんので、お近くの会場に直接お
越しください。また、会場の駐車場には、限りがありますので、
お近くの方はできるだけ車以外の移動手段でお越しください。

宮古市東日本大震災
犠牲者合同慰霊祭
市は、このたびの震災により犠牲に
なられた方々を慰霊する合同慰霊祭を
次のとおり執り行います。
■日時 ６月26日㈰午前10時〜正午
■場所 市民総合体育館
※会場の駐車場には限りがありますの
で、できるだけ車以外の移動手段でお
越しください。
※都合のつく服装でご参列ください。
■問い合わせ 市総務課行政担当（☎
689061）

問い合わせ 市企画課（☎９０６４︶

10：00〜12：00

東日本大震災からの復興に向けてのまちづくりに当たり、市民の皆さ
んと市長による懇談会を開催します。
ぜひご参加いただき、まちづくりに対する皆さんのご意見やご要望を
お聞かせください。

日

第 140号

「森・川・海」と ひと が共生する安らぎのまち

■市民懇談会日程表
期

お知らせ版

市民懇談会を開催します
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震災遺留物を公開します
市は、このたびの震災により、自衛官や消防団員などが被災地か
ら回収しお預かりしている位牌、アルバムなどを公開します。公開
は回収箇所を区分し、２回に分けて行います。
会場は市役所分庁舎３階大会議室で、公開時間は午前９時から午
後５時までです。
【１】 ■期間 ６月19日㈰・20日㈪
■回収箇所 津軽石、赤前、高浜、金浜の各地区
【２】 ■期間 ７月３日㈰・４日㈪
■回収箇所 磯鶏、藤原、鍬ヶ崎の各地区と市役所周辺
※田老地区で回収した位牌、アルバムなどは田老公民館で随時公開
しています。重茂地区、崎山地区については、お預かりしている位
牌、アルバムなどはありません。
■問い合わせ 市総務課行政担当（☎689061）

日

❷
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年以内︵据置期間を含む︶
■償還方法
年賦または半年賦﹆元利均等償還
︵繰り上げ償還可能︶

年３月

▼申込期限
平成

借入申込書受理後﹆市は当該世
帯の被害の状況﹆所得﹆その他必
要な事項について調査します。
調査後﹆貸し付けする旨を決定
した場合は﹆借用書など必要な書
類を提出していただき﹆貸付金を
支給します。

▼調査・貸し付けの決定

30

災害援護資金の貸し付け
市は﹆このたびの震災により世帯主が負傷した世帯や﹆住
居・家財に著しい損害を受けた世帯の生活の立て直しを支援
するため﹆
﹁災害援護資金の貸し付け﹂を行います。
問い合わせ 市福祉課生活福祉担当︵☎９０８３︶

・４人世帯／７３０万円未満
・５人以上の世帯／７３０万円に
１人につき 万円を加えた額
※ただし﹆その住居が滅失・流失
した場合にあっては１２７０万円
未満

▼貸付限度額

※イ・ウ・キ・クは、原則として自己所有の住宅が対象
※被災した住宅を建て直す際に、その住居の残存部
分を取り壊さざるを得ない場合など特別の事情があ
る場合は（ ）内の額

市街地へ流れ込む津波（３月11日）

市は、貴重な財産として後世に引き継ぐため、このたびの震災の状
況を記録した画像や映像などを集めています。提供いただいた画像な
どは、今後の検証作業や資料作成などに使用します。
貴重なデータをお持ちの方は、ご協力をお願いいたします。
■提供の仕方
市企画課広報担当までお電話ください。画像（データカードや写真、
ＣＤなど記録媒体は問わず）
、映像（DVDに記録）などには必ず「撮
影日時、撮影場所、撮影者名、連絡先」を明記してください。
■問い合わせ 市企画課広報担当（市役所４階、☎68−9065）

31

13

イ、住居の半壊・大
170万円
世帯主に負
規模半壊
（250万円）
傷がない場
ウ、住居の全壊（エ
250万円
合
の場合を除く）
（350万円）
エ、住居の全体の滅
350万円
失または流失
オ、当該負傷のみ
150万円
カ、家財の３分の１
世帯主におお
250万円
むね１カ月以 以上の損害
上の負傷があ キ、住居の半壊・大
270万円
る場合
規模半壊
（350万円）
ク、住居の全壊
350万円

30

貸 付 限 度 額 は﹆
下表のとおりで
す。
■貸付利率
・連帯保証人を立
てる場合／無利子
・連帯保証人を立
てない場合／据置
期間後﹆年１・５％
■据置期間
６年︵特別の場合
は８年︶
■償還期間

150万円

ア、家財の３分の１
以上の損害

貸付限度額
対象要件

▼対象となる世帯
11

❶被災した日
︵平成 年３月 日︶
に﹆宮古市に住所を有していた世
帯
❷東日本大震災により﹆次のいず
れかの被害を受けた世帯の世帯主
・ 世 帯 主 が 災 害 に よ り 負 傷 し﹆ そ
の療養に要する期間がおおむね１
カ月以 上の場合
・家財の３分の１以上の損害
・ 住 居 の 半 壊 ま た は 全 壊︵ 原 則 と
して自己所有の住宅が対象︶
❸所得の制限以内であること
※世帯の状況に応じて所得制限が
あります。
■世帯人員／平成 年度住民税の
総所得金額
・１人世帯／２２０万円未満
・２人世帯／４３０万円未満
・３人世帯／６２０万円未満

23

22

震災に関する画像や映像などを集めています

HEALTH
※地域子育て支援センター「おはなし会」
（６月 日㈭午前 時 分〜 時 分、新里生涯学習センター）
広報６月１日号 ㌻でお知らせした﹁おはなし会﹂の会場・小山田保育所は﹆新里生涯学習センターに変更します。
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23

10
30
11

健 康プラザ

新里保健センター（☎72－3500）
、川井保健センター（☎76－2036）

子どもの健康診査

オストメイト講習会

対象者には個人通知していますが、まだ受診していない人は、都合
の良い日程で受診しましょう。
健康診査
１歳６カ月児

期

日

対

象

６月29日・７月13日㈬ 平成21年12月生
６月22日・７月６日㈬ 平成20年２月生

３歳児

７月20日・27日㈬

平成20年３月生

■場所 市民総合体育館フォーラム棟
■受付時間 午後１時〜１時20分 ※時間が変更になりました
■用意する物 母子健康手帳、問診票、仕上げみがき用歯ブラシ、バ
スタオル
■問い合わせ 宮古保健センター（☎09062559916）

健康相談日程
血圧測定、尿検査、個別相談などを行います。お気軽にご相談くだ
さい。
■問い合わせ 宮古保健センター（☎08022992431）
【宮古地域】
期

日

６月20日㈪

30

６月23日㈭
６月27日㈪
６月30日㈭
７月４日㈪

時

間

9：30～10：30
13：30～14：30
9：30～10：30
13：30～14：30

場

田代林業者センター
落合地区会館
崎山公民館
下在家地区センター

9：30～10：30

長根地区会館

13：30～14：30

太田地区会館

9：30～10：30
13：30～14：30
9：30～10：30
13：30～14：30

所

中央公民館分館
宮園自治会センター
田鎖交流センター
花原市林業者センター

【川井地域】
期

日

時

間

場

所

６月15日㈬

10：00～11：30

川内地域振興センター

６月16日㈭

10：00～11：30

江繫地域振興センター

10：00～11：30

川井保健センター

13：30～15：00

桐内集会所

10：00～11：30

尻石集会所

13：30～15：00

永田集会所

６月21日㈫
６月28日㈫

❸

宮古保健センター ※被災したため、事務所を移転しました
（住所：宮古市築地一丁目3−9中央公民館２階、☎080－2299−2431）

2011.6.15
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■期日 ７月10日㈰
■場所 県立宮古病院２階大
会議室
■時間／内容
❶午前10時～正午／懇談会
❷午後１時～４時／講習会
「ストーマケアについて／小
松美奈子（県立宮古病院皮膚
排せつケア専従看護師）
」
※その他、八木栄養管理室長
による食事に関する説明や、
市職員による制度説明、ス
トーマ装具の展示などがあり
ます
■対象 当事者や家族、関心
のある人
■受講料 無料
■問い合わせ 日本オスト
ミー協会岩手県支部宮古地
いけのり
区・池乘（☎73−2131）
※オストメイトとは…人工肛
門および人工膀胱造設者の総
称です。

姉ヶ崎サン・スポーツランド
水泳教室の受講生を募集
■期間 ７月～９月
■対象 幼児（満３歳以上）
、
小学生、成人※募集する教室
の受講日時など詳しくはお問
い合わせください
■受講料 700円※プール利
用料は別途
■保険料 中学生以下／ 600
円、15歳以上／ 1,600円
■申込方法 申込書に受講
料、保険料を添えて窓口まで
ご持参ください
■申込期限 ６月23日㈭
■申し込み 姉ヶ崎サン・ス
ポーツランド（☎63−6323）

information

銃砲刀剣類の扱いと
登録審査会のご案内
県教育委員会

登録証のない銃砲刀剣類を一時
的にでも移動すると、銃刀法違反
となる恐れがあります。
●被災・流失した場合は
登録証のない銃砲刀剣類は、警
察に連絡して、保管してもらいま
しょう。流失し、登録証のみが発
見された場合でも、警察に届け出
ましょう。
●登録審査会
■期日 ７月15日㈮、９月20日㈫、
11月21日㈪、平成24年１月20日㈮、
３月23日㈮
■時間 午前10時～11時、午後１
時～２時
■場所 県盛岡地区合同庁舎
■用意する物 ❶登録する銃砲刀
剣類、❷県収入証紙（１点につき
図書館からのお知らせ

6,300円）、❸刀剣類発見届出済証
（警察署で交付）
〈共通〉■問い合わせ 県教育委
員会生涯学習文化課（☎019−629
−6182）
東北電力宮古営業所
お客さま窓口を移転
東北電力宮古営業所

震災後、東北電力宮古営業所
は、宮古技術センター（太田一丁
目）に臨時窓口を設置していまし
たが、５月28日から築地二丁目の
宮古営業所にお客さま窓口を移転
しましたので、お知らせします。
電話の場合は、次のコールセン
ターまでお問い合わせください。
・ 停 電・ 緊 急 時（ ☎0120−175−
366）
・ 引 っ 越 し・ ア ン ペ ア 変 更（ ☎
0120−175−266）
・その他（☎0120−175−466）
市立図書館、田老・新里・川井分室

■休館日＝本館・新里・川井分室／月曜日 ※田老分室は休館中
【移動図書館車「なぎさ号」〜宮古地域の運行日程〜】
運休している場所が再開可能な場合は、図書館までご連絡ください。
期日

13

16
30

14

日・７月１日・

17

日㈮

15

18

16

11：00〜11：30

根市・雲南沢入口

14：30〜14：50

神林・警察官舎付近
藤の川・上野商店付近
藤の川地区会館付近
国土交通省官舎前
千徳駅前
長根・青猿神社付近
西ヶ丘二丁目県営住宅駐車場

運休中
10：30〜10：50
10：55〜11：15
11：20〜11：40
13：40〜14：00
14：15〜14：35
14：50〜15：40

６

赤前・柳澤商店付近
赤前・元一力屋商店前
堀内・堀内公園付近
重茂・里消防屯所前
重茂・河原商店付近
小角柄・佐々木商店付近

10：30〜10：50
運休中
運休中
運休中
14：15〜14：35
14：50〜15：10

６

ジョイス駐車場

花原市・華厳院前

13：30〜14：15

15：00〜15：20

24

月 日・７月９日㈯

月 日・７月２日・ 日㈯

６

23

宮園団地・元生協前

月 日・７月８日㈮

月

６

６

月 日・７月７日㈭

月 日・ 日・７月 日㈭

６

25

上村地区会館付近
磯鶏駅前
三社タクシー磯鶏営業所付近
高浜・ファミリーマート村上店前
金浜・農漁村センター前
津軽石・藤畑公民館前
津軽石・清寿荘前

9：50〜10：20
10：30〜11：00
11：10〜11：40
運休中
運休中
14：30〜14：45
14：55〜15：40

津軽石駅前
津軽石小学校前
津軽石・新町公民館付近
八木沢・市営住宅駐車場
八木沢・元ショッピング駐車場
藤原・公害試験室前

運休中
運休中
11：10〜11：40
13：30〜13：45
13：55〜14：10
運休中

西ヶ丘・生協前
西ヶ丘・元サンエースーパー前
崎山・マルイ舗装駐車場
崎山・ニュータウン
女遊戸・前川酒店前
早稲栃・北村寿造氏宅前

10：00〜10：30
10：45〜11：40
13：40〜14：00
14：10〜14：30
運休中
15：15〜15：35

５／ 16～５／ 31
（届け出順・敬称略）

生まれた赤ちゃん

（暢）
佐々木 鷲（しゅう）茂市
中村俐斗（りおと）    近内下     
（淳史）
藤田惟新（いしん）     下荒谷２ （和幸）
上川原 悠（はるか）西ヶ丘四丁目（誠）
小坂芽生（めい）        山口三丁目（匡浩）
又城瑠羽（るう）     保久田       （大）
髙坂明生（めい）     舘上        （一男）
木村勇翔（ゆうと）    近内下    （正和）
松田環希（たまき）    近内下     （博史）
古館吏玖（りく）   和井内      
（拓也）
長瀨陽音（はると）    赤前中甲 （秀幸）
小林璃桜（りお）     摂待        （慶人）
西澤夏世（なつよ）    近内下     （弘行）
武藤陸人（りくと）    西ヶ丘二丁目（慶蔵）
高橋結菜（ゆいな）    岩船        （拓也）
熊谷風花（ふうか）   藤原三丁目（圭祐）

♡結婚したお二人♡
日蔭野慎也・佐藤里奈＝太田一丁目
鈴木辰徳・畠山みなみ＝大平２

■亡くなった方■
鈴木喜代松
齋藤タカノ
阿部勝哉
佐々木 繁
田鎖キセ
大森計作
藤田エマ
田村キヨ
山本ミキ
古舘アエ子
坂本美智子
茂市ユキ
田崎長七
佐mw雄
湯澤洪二
永洞タカ
木村チヤ
畠山政次郎
下神田幸平
三上甚市
皆川サチ子
工m文平
澤口ゆみ子
塚本キクエ
増井トシ
山本敦子
坂本昌三
後川光平
鼻崎ツル
藤原昭太郎
内藤和子
小向 勇
八木 峻
内村トシ
田鎖スミ子

（84）小田代
（85）黒田町
（70）新町
（74）宮園
（76）蟇目
（87）和井内
（105）茂市
（89）佐原四丁目
（64）中荒谷
（78）江繫
（54）宮町三丁目
（95）茂市
（92）山口一丁目
（86）山口三丁目
（70）小国
（90）沼里
（94）追切
（81）日影町
（83）神田
（77）臼杵
（54）落合
（76）田の神一丁目
（57）栄通り
（98）茂市
（94）大通一丁目
（58）荒巻
（79）笹見内
（95）舘上
（95）田鎖一
（84）小山田四丁目
（75）保久田
（74）鴨崎町
（68）田の神二丁目
（102）茂市
（68）早稲栃
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※届け出の際、広報への掲載を希望した場合に載せています

日・７月 日㈬

29

日・７月６日㈬

15

場 所
駐車時間
期日
場 所
駐車時間
愛宕・常磐座駐車場
運休中
６
鍬ヶ崎仲町・七滝湯付近 運休中
長根・東北電力宮古アパート前 9：50〜10：20
22 近内消防屯所前
日立浜町・鈴木駐車場
運休中
10：30〜10：50
日影町・鍬ヶ崎小学校前 運休中
太田・県職員千徳宿舎前 11：00〜11：20
日の出町・市営住宅１号棟前 13：40〜14：10
愛宕公園仮設住宅【新規】 10：50〜11：30
田鎖公民館前
佐原地区センター前
13：40〜14：00
14：25〜14：55
花輪小学校前
佐原・市営住宅前
14：10〜14：30
15：00〜15：30
松山荘前
14：45〜15：30
月

月 日・

６

おめでたおくやみ

❹

お知 せ
ら
information

宮 古 市 役 所

☎62−2111

田老総合事務所

☎87−2111

新里総合事務所

☎72−2111

川井総合事務所

☎76−2111

６月20日㈪から津軽石出張所を
津軽石漁村公園内で再開します
市総合窓口課

震災後、窓口業務を休止してい
た津軽石出張所は、６月20日㈪か
ら津軽石漁村公園内（津軽石小学
校下）で窓口業務を再開します。
■業務時間 平日の午前８時30分
から午後５時15分まで
■場所 津軽石漁村公園内仮設プ
レハブ
■業務の内容 休止前の窓口業務
全般
・住民票、戸籍、税など証明書の
交付
・住民異動届、戸籍届など各種届
出の受付
・国民年金、国民健康保険などに
関する受付など
■問い合わせ 市総合窓口課市民
窓口担当（☎62−2111）
※そのほかの総合事務所、出張所
では窓口業務を再開しています。
被災住宅の応急修理
助成額を70万円に拡大
市建築住宅課

災害救助法に基づき、応急仮設
住宅の制度を利用しない世帯など
に対して支援する「住宅の応急修
理」について、１世帯当たり52万
円の助成限度額を、70万円に拡充
します。
申請期限は７月８日㈮までの予
定です。
■注意事項
・対象工事に給湯器を追加しまし
た。
・申請をせずに修理を行った場合
は、助成の対象となりません。
・工事前や工事中の写真を提出で
きない場合は、助成できない場合
があります。
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人口と世帯

人口のうごき

交通事故

（６月１日現在） （２月１日〜５月31日） （２月１日〜５月31日）
人口 59,099人（ｰ1,036人） 出生
人身事故
119人
47件
男
死亡者
28,246人（ｰ485人） 死亡
702人
1人
女
負傷者
30,853人（ｰ551人） 転入
674人
55人
（ｰ272） 転出
世帯 24,052
物損事故
1,127人
326件
（ ）内は２月１日との比較

詳しくは、広報特別号④（４月
26日発行）に掲載しているほか、
市建築住宅課までお問い合わせく
ださい。
■申し込み 市建築住宅課建築室
（☎68−9110）
仮設住宅のごみ収集日は
配布カレンダーを参考に
市環境課きれいなまち推進室

市内の仮設住宅には、ごみ集積
所を設置しています。ごみ収集日
は、地域ごとに設定していますの
で、配布された収集カレンダーを
参考にし、指定された日の朝８時
までに集積所に出してください。
■問い合わせ 市環境課きれいな
まち推進室（☎64−6488）
申告・納付期限の延長と
所得税申告相談会の開催
宮古税務署

このたびの震災で被災された方
には、申告・納付などの期限延長
や、所得税の軽減・免除など税制
上の措置があります。
詳しくは、国税庁のホームペー
ジで確認するか、宮古税務署まで
お問い合わせください。
●申告・納付など期限延長
このたびの震災で被災された方
の平成22年分の所得税・消費税お
よび贈与税の申告と納付期限を延
長しています。
●所得税の申告相談会
住宅や家財などに損害を受けた
方は、所得税の軽減または免除を
受けることができます。
宮古税務署では、６月の土日を
除く毎日、申告相談会を開催して
いますので、お気軽にお越しくだ
さい。
〈共通〉■問い合わせ 宮古税務
署（☎62−1921）

森林整備の制度を説明
「林業座談会」を開催
市林業課

雪害や山火事などの被害を受け
た森林の復旧に関する制度や、造
林、間伐などの森林整備のための
補助制度について説明します。
森林所有者や林業などに関心の
ある人は、ぜひご参加ください。
■日時／場所
❶６月20日㈪／基幹集落センター
（刈屋公民館）
❷６月21日㈫／川井総合事務所
❸６月22日㈬／田老総合事務所
❹６月23日㈭／市役所分庁舎３階
大会議室
※時間はいずれも午後６時から
■問い合わせ 市林業課林政担当
（新里庁舎３階、☎68−9097）
閉伊川の魚を保護するため
銃器などを使用します
市水産課

閉伊川のアユなどを飛来するウ
から守るため、銃器を使用した威
嚇や捕獲調査、かかし、防鳥ロー
プを設置しています。
期間中の閉伊川本流、小国川、
刈屋川への立ち入りはご注意くだ
さい。
■期間
・防鳥ロープ／６月30日㈭まで
・かかし／９月30日㈮まで
・銃器使用／ 10月31日㈪までの夜
明けから日没まで
■場所
【防鳥ロープ、かかしの設置】閉
伊川本流／腹帯～箱石
【銃器による威嚇】閉伊川本流／
小山田～川内、小国川／戸草～江
繫、刈屋川／茂市～刈屋
■問い合わせ 市水産課水産振興
担当（☎68−9100）

６月

日㈪〜

日㈫

川内ジュン（２歳になりました）

予防注射料金

犬の毛色

登録鑑札番号

平成23年度第

号

犬の名前

注射済票番号

平成23年度第

号

メ

・

集合注射

お釣りのないように用意してく
ださい。
○登録済みの犬 ３１００円︵注
射料２５５０円、注射済票交付手
数料５５０円︶
○ 未 登 録 の 犬 ６ １ ０ ０ 円︵ 登
録 料 ３ ０ ０ ０ 円、 注 射 料 ２ ５ ５
０ 円、 注 射 済 票 交 付 手 数 料 ５ ５
０円︶

飼い犬の変更は届け出を

犬 の 性 別

ス

登録と予防注射

例 年 ５ 月 に 実 施 し て い る 狂 犬 病 予 防 の 集 合 注 射 は﹆ 日 数・ 箇
所数を大幅に縮小し﹆次の日程で行います。
犬の飼い主は﹆飼っている犬を登録し﹆生後 日以上の犬には﹆
狂犬 病 予防 注 射を必 ず 受けさ せ なけ れば なり ま せ ん。 集 合 注 射
や動物病院で必ず受けましょう。
市環境課環境保全担当︵☎ ９０７８︶

飼い犬の変更があった場合、
日 以 内 に 市 環 境 課︵ 市 役 所 ５ 階 ︶
に届け出が必要です。また、震災
で犬が行方不明になっている場合
などは、問い合わせください。
❶犬を取得したとき 登録料３０
００円を持参
❷犬が死亡したとき 鑑札、注射
済票を持参
❸鑑札を紛失したとき 再交付手
数料１６００円を持参
❹所有者が変わったとき 新しい
所有者が届け出
❺犬の所在地が変わったとき 市
外へ異動したときは、新しい所在
地の市町村役場へ鑑札と注射済票
を持参

犬の種類

日（

月

切り取り線

※犬の登録をしていない人は、下記の太枠内と問診票を記入して、予防注射を受けるときに提出してください

犬の登録申請書

❻
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ス

犬の生年月日

オ

）

（

歳）

所有者名

年

）
）

いいえ
いいえ

・
・

い
い

は
は

・現在、愛犬に体調の悪いところがありますか？
・現在、愛犬は何か治療を受けていますか？

問い合わせ

けられています。集合注射日に都
合の悪い人は、市内の動物病院で
注射を受けさせてください。

13

○グリーン動物病院︵宮町四丁目
３の 、☎ ０８５６︶
■受付時間 月～金曜日／午前９
時～午後６時、土曜日／午前９時
～午後５時
■定休日 水曜・日曜・祝日

30

k

（
（

【問診票】該当するものに○をつけてください。

91

n

☎

28

登録済みの犬には、市役所から
予防注射のお知らせのはがきが届
きます。忘れずに会場に持参して
ください。
飼い犬を初めて登録する場合
は、下記の﹁犬の登録申請書﹂を
切り取り、必要事項を記入して持
参してください。

犬の登録と予防注射

30

18

○アトム動物病院︵津軽石 の３
８９の４、☎ ３９９３︶
■受付時間 月～金曜日／午前９
時 分 ～ 正 午、 午 後 ４ 時 ～ ７ 時、
土曜日／午前９時 分～午後１時
■定休日 日曜・祝日

30

20

犬の登録と予防注射の日程︵雨
天決行︶は次㌻のとおりです。
生後 日以上の犬には、狂犬病
の発生を予防し、まん延を防ぐた
め毎年、狂犬病予防注射が義務付

91

宮古市

所

住

犬

犬の登録と予防注射の日程
期日

場

所

【田老地域】

樫内屯所前
高齢者コミュニティセンター前（大平）
末前旧集会所前
養呂地地区生活改善センター前
小田代屯所前
摂待和野地区集会施設前
摂待地区生活改善センター前
小堀内屯所前
グリーンピア三陸みやこ体育館前
重津部屯所前
内舘縣三氏宅前（新田）
和野地区集会施設前
コーポひばり駐車場（下荒谷）
田老総合事務所車庫前

６
月
20
日
㈪

【新里地域】

高齢者コミュニティセンター前（蟇目）
田鎖吉行氏宅前（飛）
愛宕神社前（下川原）
稲次橋（二又）
太長根地区総合センター前
新里生涯学習センター前
腹帯地区コミュニティ消防センター前
茂市勝美氏宅前（水神）
下刈屋地区総合センター前
基幹集落センター前（刈屋）
北山地区総合センター前
中里集会所前
永田集会所前
和井内駅前
四番地区総合センター前
五番地区総合センター前
新里総合事務所前

６
月
21
日
㈫

【川井地域】

６
月
22
日
㈬
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袰岩集会所前
上川井バス停前
岡村集会所前
箱石駅前
鈴久名集会所前
蟹岡集会所前
大畑商店前（夏屋）
舘石七郎氏宅前（夏屋口）
川内出張所前
川内集会所前
平津戸駅前
門馬出張所前
区界集会所前
田代集会所前
川井総合事務所駐車場

広
報

時

間

9:05〜 9:10
9:20〜 9:35
9:50〜10:00
10:15〜10:20
10:30〜10:45
11:25〜11:30
11:40〜11:50
13:00〜13:15
13:20〜13:35
13:45〜13:50
14:00〜14:10
14:20〜14:25
14:30〜14:40
14:50〜15:05
9:10〜 9:30
9:40〜 9:50
9:55〜10:05
10:15〜10:25
10:50〜10:55
11:00〜11:10
11:25〜11:35
11:40〜11:45
13:00〜13:10
13:20〜13:35
13:45〜13:55
14:10〜14:20
14:30〜14:35
14:45〜14:55
15:00〜15:10
15:25〜15:30
16:05〜16:15
9:30〜 9:35
9:50〜10:00
10:10〜10:20
10:25〜10:35
10:45〜10:50
10:55〜11:05
11:15〜11:25
11:30〜11:35
11:45〜11:50
12:00〜12:05
13:10〜13:15
13:25〜13:30
13:40〜13:50
14:00〜14:05
14:35〜14:50

期日

場

所

【川井地域】
６
月
23
日
㈭

桐内集会所前
繋コミュニティ消防センター前
山口ハツエ氏宅前（尻石）
熊谷秀利氏宅前（尻石）
八坂神社前（江繫）
小国出張所前
上湯沢集会所前
大仁田コミュニティ消防センター前

【宮古地域】

６
月
24
日
㈮

田代橋（田代）
君田地区集会所前
落合地区会館前
箱石林業者センター前
崎山出張所前
わかば公園（佐原）
第二中学校前
中里団地集会所前
宮古消防署防災会館前（五月町）
もみじが丘公園（山口三丁目）
山口公民館前
宮園自治会センター前

【宮古地域】

6
月
27
日
㈪

鍬ヶ崎小学校前
花輪出張所前
中野酒店前（長沢一）
長沢六組バス停前
旧花輪小学校南川目分校
旧花輪小学校北川目分校
市民総合体育館駐車場（生協側）
宮古市公害試験室前（藤原）
八木沢地区センター前
磯鶏駅前
第15分団屯所前（白浜）
重茂出張所前

【宮古地域】
６
月
28
日
㈫

宮古高等技術専門校前（松山）
田鎖地区総合交流促進センター前
老木地区会館前
上野商店前（牛伏）
花原市林業者センター前
近内地区センター前
岩船バス停前
わかば食堂前（西ヶ丘三丁目）
千徳公民館前

時

間

9:30 〜 9:35
9:45 〜 9:55
10:05〜10:15
10:20〜10:30
10:40〜11:00
11:10〜11:15
11:20〜11:25
11:45〜11:55

9:20〜 9:25
9:30〜 9:35
9:45〜 9:55
10:20〜10:30
10:45〜11:10
11:20〜11:30
11:40〜11:50
11:55〜12:00
13:15〜13:35
13:45〜14:00
14:20〜14:35
14:40〜14:55

8:50〜 9:10
9:40〜 9:55
10:00〜10:20
10:30〜10:35
11:00〜11:10
11:25〜11:30
13:00〜13:15
13:25〜13:40
13:50〜14:00
14:10〜14:35
15:00〜15:05
15:40〜16:00

9:00〜 9:20
9:30〜 9:45
9:55〜10:00
10:10〜10:20
10:25〜10:35
10:50〜11:00
11:10〜11:20
11:35〜11:40
11:50〜12:05

～ 日㈭●場所・申し込み＝刈屋
公民館︵☎２２１６︶

勤労青少年ホーム

・生花教室／火曜日／午後６時
分～８時 分／１回１１００円程
度
・茶道教室／水曜日／午後６時
分～８時 分／１回２５０円
・料理教室／日曜日／午前 時～
正午／１回７００円
〈共通〉◎対象＝申込多数の場合﹆
歳未満優先◎場所・申し込み＝
勤労青少年ホーム
︵☎７７１２︶

10

▼福祉のしごと出張相談
福祉や介護の職場への就職に向
け﹆求職登録や業務の紹介﹆資格
取得などの相談を受け付けます。
●日時＝６月 日㈫午後１時～３
時●場所＝ジョブカフェみやこ
︵キャトル宮古５階︶●問い合わ
せ＝岩手県福祉人材センター︵☎
０８０・１６５１・６２０４︶
▼復興応援「七夕ボランティアコ
ンサート」
●日時＝７月２日㈯午後２時～４
時●場所＝宮古駅前広場※雨天時
は宮古小学校体育館●内容＝早稲
田大学ニューオルリンズジャズク
ラブ﹆市内小中高校ブラスバンド
部の演奏﹆七夕飾り作りなど●参
加料＝無料●問い合わせ＝昭和通
りのおかみさんもてなしたい・松
原︵☎３６３２︶

開催・募集など

30

30

生涯学習など
教育委員会文 化 課
▼チョウセンアカシジミ観察会
●日時＝７月３日㈰午前 時 分
～午後１時●集合場所＝亀岳小学
校●内容＝野外での観察※荒天の
場合は﹆スライド映写と解説●用
意する物＝雨具●問い合わせ＝市
教育委員会文化課
︵☎９１２２︶

30

30

▼能力開発セミナー「パワーポイ
ント」
●期間＝７月５日㈫・６日㈬●時
間＝午前９時～午後４時●内容＝
基本操作と効果的な表現技法を学
ぶ●対象＝パソコンの基本操作が
できる人●定員＝ 人●受講料＝
９８０円︵教材費︶●申込期限＝
６月 日㈪●場所・申し込み＝宮
古高等技術専門校︵☎５６０６︶
▼宮古の文化財を考える・その１
や ど り ぎ
「寄生木」ーお話とビデオ鑑賞ー
先人が残してくれた宮古の文化
財を顕彰します。
●日時＝７月９日㈯午後１時 分
～４時●場所＝山口公民館●参加
料＝無料●問い合わせ＝思惟の
会・佐香︵☎１１３０︶
▼宮古短期大学部「授業公開」
通常の授業を公開します。
●期間＝７月 日㈪～ 日㈮●時
間＝午前８時 分～午後５時 分
●場所・問い合わせ＝県立大学宮
古短期大学部︵☎２２３０︶
▼甲種防火管理者資格取得講習会
●期日＝７月 日㈭・ 日㈮︵全
２回︶●場所＝宮古消防署●定員
＝１００人●受講料＝６０００円
●申込期限＝７月６日㈬●申込用
紙の配布場所＝宮古消防署﹆新里
分署﹆
川井分署●申込書の提出先・
問い合わせ＝岩手県防災保安協会
︵☎０１９・６３１・１６２５︶

❽

2011.6.15

広
報

宮古市からのお知らせをモバイルメールで配信中（毎月１日・15日）

30

50

新里生涯学習センター（玄翁館）

▼ 第 ２ 回 女 性 セ ミ ナ ー「 粋 な リ
フォームの時間ＰＡＲＴ３」
●期日＝６月 日・７月６日・
日・ 日㈬︵全４回︶●時間＝午
前９時～正午●内容＝チュニック
の製作●定員＝ 人●準備する物
＝古布や好みの布﹆ミシン﹆裁縫
道具など●申込期限＝６月 日㈬
●場所・申し込み＝＝新里生涯学
習センター︵☎２０１９︶

刈屋公民館

▼ 簡 単！ デ コ 講 座 〜 き ら き ら ス
トーンで激カワ小物を作ろう２〜
●日時＝７月３日㈰午後２時～５
時●講師＝村松輝美︵デコレーショ
ンアクセサリーデザイナー︶●定
員＝ 人●参加料＝１５００円●
託児＝６月 日㈭までに要予約
▼ストレス解消！格闘系エクササ
イズ講座
●期間＝７月７日㈭・８日㈮●時
間＝午後６時 分～８時 分●講
師＝横田紀子︵宮古市体育協会指
導員︶●定員＝ 人●参加料＝２
００円︵傷害保険料︶●用意する
物＝運動靴﹆ヨガマットまたはバ
スタオル﹆タオル﹆飲料水●託児
＝７月４日㈪までに要予約
▼パソコン文字入力講座
●期間＝７月 日㈬・ 日㈭●時
間＝午後６時 分～９時●内容＝
パソコンのメモ帳を使用し﹆文字
入力の仕方を学びます●定員＝
人●参加料＝５００円●用意する
物＝筆記用具
▼「定期教室」生徒募集
定員は各 人で﹆ 歳未満の人
が対象です。いずれも月２回の開
催です。
★教室名／開催日／時間

◎

21

11

▼和紙ちぎり絵講座
●期日＝７月７日・ 日㈭●時間
＝午後１時 分～３時 分●講師
＝岩間典子●定員＝ 人●参加料
＝２０００円以内︵材料代︶●用
意 す る 物 ＝ 絵 筆﹆ は さ み﹆ の り﹆
筆記用具●申込期間＝６月 日㈭

◎

15

15

35

20

15

宮古市
■編集 総務企画部企画課
■印刷 株式会社文化印刷
〒027−8501 岩手県宮古市新川町２番１号 ☎0193−62−2111 FAX0193−63−9114 http://www.city.miyako.iwate.jp/
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