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Grace
〈場　所〉大槌町 末広町 下は空き店舗の2階 おしゃっち付近
〈時　間〉9：00～18：00  最終受付17時、その他要相談
〈定休日〉毎週月曜日、第2・4日曜日（変更あり）
〈電　話〉080-1657-3605

予約はこちら
からでも出来
ます。

～まつげエクステサロン～

グラース

骨粗鬆症検診変更の
お知らせ

　台風の影響により延期となっておりま
した『骨粗鬆症検診』を下記のとおり実
施します。日程・検診会場が変更にな
っておりますので、ご確認の上、受診し
てください。
■ 実施日　11月 19 日（木）
　　　　　11月20 日（金）
　　　　　11月21日（土）
■ 会場
　 大槌町役場多目的会議室（役場とな

り）
■ 受付時間
　午前の部　  9：30 ～11：30
　午後の部　13：00 ～14：30
■ 対象者
　 40 歳以上の女性（昭和 56 年 3 月

31日以前生まれ）
　 クーポン対象者の女性（該当者には

案内文書を郵送します）
■ 自己負担金
　 500 円（クーポン検診対象者、がん

検診の自己負担金免除証明書をお持
ちの方、70 歳以上の方は無料。）

■ 駐車場
　 台数に限りがありますので、乗り合わ

せで来場するなどご協力をお願いし
ます。

※ 対象年齢で受診希望があり、まだ申
し込みをしていない場合は、下記ま
でご連絡ください。

問 保健福祉課 子育て・健康推進班
 　℡ 0193-42-8715

義肢・装具などの補装具の
巡回相談を実施します

　相談内容は、義肢・装具などの補装
具の購入または修理にかかる判定など

健 康 です。相談は事前に申込みが必要です。
■ 日時　11月 13 日（金）
　　　　14：00 ～16：00
　　　　（受付 14：30 まで）
■ 場所　釜石市身体障害者福祉センタ

ー（釜石市上中島町４丁目 2-40）
■ 申込方法
　 電話または保健福祉課窓口でお申込

みください。なお、申込みの際に下

記の内容をお伝えください。
　① 氏名・住所・電話番号・身体障害

者手帳の内容
　②希望する補装具の種目（購入・修理）
　③希望する補装具製作業者　など
■ 申込締切　11月 11日（水）
問 保健福祉課 地域福祉班
　　℡ 0193-42-8715

　新型コロナウィルス感染症の影響を受けている町内事業者
を応援するため、大槌商工会と連携し、町内対象店舗でキ
ャッシュレス QR コード決済サービス「PayPay（ペイペイ）」
で決済（-※）した場合に、支払額の最大 30パーセントの
PayPay ボーナス（ポイント）を付与するキャンペーンを実施
します。
-※  PayPay残高、ヤフーカード、PayPay 後払い（一括）に

よる決済が対象です。
■ キャンペーン期間
　令和２年 12 月１日（火）～令和３年１月31日（日）
■ キャンペーン内容
　 キャンペーン期間中、対象店舗での代金を PayPayで支払

う（決 済する）と、決 済金額の最 大 30パーセントの
PayPayボーナス（ポイント）が付与されます。

■ポイント付与上限
　・  １決済あたりの付与上限は 3,000 円相当
　　 （例：10,000 円分の買い物で 3,000 円分の PayPay ボ

ーナスを付与）
　・ キャンペーン期間中の合計での付与上限は 10,000 円

相当
　※ ポイントは、支払日の翌日から 30 日後に付与され、

PayPay 加盟店舗での代金の支払いに使用できます。
■ 対象店舗
　 町内 PayPay 加盟店舗のうち、町と PayPay が対象店舗

として指定した町内中小企業者となります。

　新型コロナウィルス感染症の影響を受けている飲食事業者
を応援するため、「いわてまんぷくイートチケット」（GoToEat
キャンペーン）の販売・使用が開始されます。
■ いわてまんぷくイートチケットとは
　県内の加盟飲食店で使用できるプレミアム付食事券
■ 販売単位
　 １セット5,000 円分の食事券を 4,000 円で販売（プレミ

アム率 25％）
■ 購入上限額
　１回あたり１人５セット（20,000 円で 25,000 円分）まで
　※ 町内販売会場で上限５セット購入した方には、先着

2,000 名に町内加盟店で使用できる飲食クーポン券
1,000 円分を配布します。

■ 販売会場・日時
　（1）シーサイドタウンマスト（大槌町小鎚 27-3-4）
　　　販 売 日：11月７日（土）・８日（日）
　　　販売時間：９：00 ～17：00
　（2）大槌商工会（大槌町新町 38-1）

※ コンビニエンスストアや大規模小売店舗などは対象外で
す。

※ 利用できる対象店舗一覧は、町および大槌商工会ホーム
ページに掲載しています。

■  PayPay 使い方相談会
　 本キャンペーンの概要や、PayPayアプリのダウンロードか

らチャージ方法、実際の使い方までを説明する使い方説
明会を以下のとおり開催します。

　　〈場所〉シーサイドタウンマスト　マストホール
　　〈日時〉 【第１回】11月４日（水） 
　　   【第２回】11月 20 日（金） 
　　   【第３回】12 月８日（火） 
　　   【第４回】12 月 11日（金） 
■ 町内事業者の皆さまへ
　 PayPay はスマートフォンやパソコンがあれば無料で導

入し、加盟店舗になることができます。申し込みや導入
に関するお問い合わせは大槌商工会までご連絡くださ
い。

問 大槌商工会　℡ 0193-42-2536
　（ 祝日を除く月曜から金曜　9：00 ～17：00）

　　　販 売 日： 11 月９日（月）～【平日のみの販売】
　　　販売時間：10：00 ～から15：00 まで
■ 町内での販売セット数
　10,000 セット
　（大槌商工会：2,000 セット、マスト：8,000 セット）
■ 加盟飲食店
　GoToEat キャンペーンホームページに掲載
問 GoToEat キャンペーン事務局
　（1） 飲食店用問い合せ（参加登録、食事券の取扱いなど

に関する相談）　℡ 019-624-5050
　（2） 一般消費者用問い合せ（食事券の購入、利用方法な

どに関する相談）　℡ 019-624-5020

がんばっPay（ペイ）大槌！  最大30％戻ってくるから使っPay（ペイ）キャンペーン

「いわてまんぷくイートチケット」（GoToEat キャンペーン）の販売・使用が開始されます

く ら し の 情 報

GoToEat キャンペーン事務局
ホームページはこちらから→

【タイトル】 

「いわてまんぷくイートチケット」（GoToEatキャンペーン）の販売・使用が開始されます 

【原稿】 

 新型コロナウィルス感染症の影響を受けている飲食事業者を応援するため、「いわてまん

ぷくイートチケット」（GoToEatキャンペーン）の販売・使用が開始されます。 

■いわてまんぷくイートチケットとは 

 県内の加盟飲食店で使用できるプレミアム付食事券 

■販売単位 

 １セット 5,000円分の食事券を 4,000円で販売（プレミアム率 25％） 

■購入上限額 

 １回あたり１人５セット（20,000円で 25,000円分）まで 

 ※ 町内販売会場で上限５セット購入した方には、先着 2,000 名に町内加盟店で使用で

きる飲食クーポン券 1,000円分を配布します。 

■販売会場・日時 

 (1) シーサイドタウンマスト（大槌町小鎚 27-3-4） 

   販売日 ：令和２年 11月７日（土）・８日（日） 

   販売時間：９時から 17時まで 

 (2) 大槌商工会（大槌町新町 38-1） 

   販売日 ：令和２年 11月９日（月）から【平日のみの販売】 

   販売時間：10時から 15時まで 

■町内での販売セット数 

 10,000セット（大槌商工会：2,000セット、マスト：8,000セット） 

■加盟飲食店 

 GoToEatキャンペーンホームページに掲載 

■お問い合わせ先 

 〇GoToEatキャンペーン事務局 

 (1) 飲食店用問い合せ（参加登録、食事券の取扱い等に関する相談） 

   電話番号：019-624-5050 

 (2) 一般消費者用問い合せ（食事券の購入、利用方法等に関する相談） 

   電話番号：019-624-5020 

 

 

 

GoToEat キャンペーン事務局ホームペ

ージはこちらから↓ 

健康相談のお知らせ

　町は、さまざまな場所を会場に健康相談を実施しています。
　11 月、12 月の日程は下記となります。予約制については、電話にてお申込み下
さい。

実施日時・会場 内容 申込み

11月 5 日（木）
13：30 ～15：00 血圧・体組成測定

健康相談、大槌ぴんころ体操 予約制
小鎚多目的集会所

11月 6 日（金）
9：30 ～11：30 健康相談・栄養相談

出産・子育て相談 予約制
大槌町役場　相談室 2

11月 12 日（木）
13：30 ～15：00 血圧・体組成測定

健康相談、大槌ぴんころ体操 予約制
浪板交流促進センター

11月 16 日（月）
9：30 ～11：00

高齢者に関する介護・生活相談 不要
岩手県立大槌病院

11月 17 日（火）
9：30 ～11：30 健康相談・栄養相談

出産・子育て相談 予約制
大槌町役場　相談室 2

11月 27 日（金）
10：00 ～11：00 血圧、体組成測定

健康相談、栄養相談 不要
マスト センターコート

12 月２日（水）
9：30 ～11：30 健康相談・栄養相談

出産・子育て相談 予約制
大槌町役場　相談室２

12 月３日（木）
13：30 ～15：00 血圧・体組成測定

健康相談、大槌ぴんころ体操 予約制
赤浜公民館

12 月 10 日（木）
13：30 ～15：00 血圧・体組成測定

健康相談、大槌ぴんころ体操 予約制
吉里吉里公民館

12 月 11 日（金）
10：00 ～11：00 血圧、体組成測定

健康相談、栄養相談 不要
マスト センターコート

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止する場合があります。中止の場合
は施設掲示板などでお知らせします。

問 保健福祉課 子育て・健康推進班　℡ 0193-42-8715
　 大槌町地域包括支援センター　　℡ 0193-42-8716
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