
お   やま  のり  こ

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ

＜おでかけ児童館＞
■日時／ 21 日（木）10:30 ～ 11:30
■場所／「すこやか」  
■内容／「まねっこ遊びをしよう！」
■対象／乳幼児と保護者
■問い合わせ先 ／
・赤岩児童館　☎ 22-6879　
・鹿折児童館　☎ 22-6877

＜子育て支援センター＞
●気仙沼子育て支援センター  ☎ 23-4648
・８日（金）10:30～
　「とことこあそびの日」　（対象：１・２歳児）
・19日（火）10:30～
　「６月生まれのお誕生会」
・20日（水）10:30～
　「ぴよぴよあそびの日」　（対象：０歳児）
※場所は全て、気仙沼児童センター内「みん

なのひろば」です

●本吉子育て支援センター （津谷保育所内） 
　　　　　　　　　　　　　　☎ 42-2031  
・14日（木）10:00～
　「６月生まれのお誕生会」
　場所：「いこい」
・28日（木）10:00～
　「七夕かざりをつくろう」
　場所：本吉子育て支援センター

　ママたちが出店するブース、
ものづくりが楽しめるワーク
ショップブース、美味しく素敵
なものがいっぱいのマルシェ
のほか、親子で楽しめるイベ
ントも開催します。
■日時／17日（日）10:00～14:00（開場 9:30）
■場所／気仙沼児童センター  
■問い合わせ先 ／
　気仙沼児童センター　☎ 23-4648　

6 月の児童センター、子育て支援センター、児童館のイベントをお知らせします。

子育てほっとサロン 参加者募集！子育てほっとサロン 参加者募集！

■日時／６月16日（土）午前10時から正午まで
■場所／ 「すこやか」和室
■対象／子育て中の親子
　　　　（１歳未満のお子さんも参加できます）
■内容／「親子でリトミック♪」
　音楽に合わせてダンスをしたり、自由に体を動

かしたりして、心と
体と感性を育みます。

　親子で楽しく元気に
体を動かしましょう！

 ※終了後、情報交換や育
児相談会を開催します。

■講師／小山紀子 氏（小山紀子音楽教室）
■参加費／無料（入退室自由）
■持ち物／タオル
※熱中症予防のため、お子さんのお飲み物など

をご持参ください。
■定員／ 20 組
■申込方法／６月１日から受け付けを開始しま

す。電話またはＥメールにてお申込みくださ
い。※定員になり次第締切

■申し込み・問い合わせ先／
　市教育委員会生涯学習課 ☎ 22-3442
　E メール kyosyo@kesennuma.miyagi.jp

参加費無料
要予約

おやこフェスおやこフェス 開催 ︕開催 ︕

※本吉子育て支援センターは月～金の午前10時から午
後４時まで、どの地域の方でも無料で利用できます。
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【申請時に必要なもの】

※「燦さん館」は唐桑地域の方、「小泉公民
館・大谷公民館・本吉総合支所保健福祉課」
は本吉地域の方、「大島公民館」は大島地
域の方のみ受け付けます。その他の会場
は、全ての地域の方を受け付けます。

　現況届は、毎年６月１日時点において、児童手当の受給要件を満たし
ているかを確認するものです。
　対象者には通知書を送付します。提出されない場合は６月分以降の手当が
受けられなくなる可能性がありますので、忘れずに手続きしてください。　
　下記日程で都合がつかない場合は、６月25日（月）以降、６月中に市
子ども家庭課、唐桑総合支所保健福祉課（燦さん館）、本吉総合支所保健
福祉課で手続きしてください。
※受給者が公務員の場合は各職場での手続きとなります。

■ 問い合わせ先／市子ども家庭課 児童福祉係　☎ 22-6600 内線 435

1.　市が送付した通知書・封筒　　   　　 
2.　印鑑（朱肉で押印するもの）
3.　受給者の健康保険証の写し（市の国民健康保険に加入している方は必要ありません）
4.　その他

【受付日程】

           

　　   

　　   

11日（月）

13日（水）

14日（木）

15日（金）

18日（月）

19日（火）

20日（水）

21日（木）

22日（金）

受付日 受付時間受付会場

12日（火）

（１）支給対象児童が市外に住んでいる方  ⇒  児童を含めた世帯全員の住民票謄本
　
（２）本年１月１日以降に転入した方　      ⇒  受給者および配偶者の個人番号（マイナンバー）カード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 または通知カード、届出に来る方の顔写真付き身分証明書

児童手当 現況届 を受け付けますの

階上公民館 図書室

大谷公民館 研修室 ※

松岩公民館 研修室

小泉公民館 会議室 ※

中央公民館条南分館

「やすらぎ」 多目的ホール

大島公民館 談話室 ※

「すこやか」 多目的ホール

「すこやか」 ２階 研修室

面瀬公民館 多目的ホール

市ワン・テン庁舎 交流室A

市ワン・テン庁舎 交流室A

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 12:00

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 12:00

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 12:00

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

           

　　   

　　   

受付日 受付時間受付会場

11日（月）
～22日（金）
  土日を除く

13日（水）
～22日（金）
  土日を除く

「燦さん館」 ※

本吉総合支所 
　保健福祉課 ※
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 information information
　暮らしの情報

●申し込み・問い合わせ先／宮城県住宅供給公社 東部管理事務所
　　　　　　　　　　　　　〒986-0815 石巻市中里７丁目１-３　☎ 0225-21-5657

●申込方法／申込用紙に記入し、郵送でお申し込みください（６月12日（火）消印有効）。
　申込用紙、案内書は次の場所で配布します。
        ・市建築・公営住宅課 住宅管理・企画係　・唐桑総合支所 建設課　・本吉総合支所 建設課
        ・宮城県住宅供給公社 気仙沼出張所（市役所第２庁舎２階） ・宮城県住宅供給公社 東部管理事務所

馬籠住宅（単身不可）

建設住宅名 所在地

本吉町小金山 9-11 平成４年度

募集戸数 住戸タイプ

３K

その他
駐車場なし１戸（平屋）

【入居資格】次のいずれにも該当する方
　 ① 市内に就業または定住を希望し、かつ現在住宅に困っている方　②持家のない方   
　 ③ 市税の滞納のない方　④暴力団員でない方　
　（面瀬住宅のみ：⑤世帯の年間総所得が 82 万 6200 円以上ある方（総収入ではありません））
　（鹿折住宅、馬籠住宅：⑤所得が基準額以下の方　 ⑥ 同居する親族がいる方）

市営住宅 の入居者を募集します

●募集住宅・入居資格／

６６ １１月 日 1212日金 火
申込
期間
申込
期間

面瀬住宅（単身可） 岩月宝ヶ沢 274-1 昭和 47 年度 ２K 駐車場なし３戸（２、４、５階）

鹿折住宅（単身不可） 東中才 442-6 昭和 50 年度 ３K 駐車場なし１戸（５階）

メールによる相談
を開始します！
メールによる相談
を開始します！

　市青少年育成支援センターでは、青少年の
健全育成を図るための活動を行っており、青
少年問題・学校生活・不登校・家庭生活・地域・
職場などの悩みを相談できる、青少年のため
の相談窓口を開設しています。
　このたび、メールによる相談の受付も開始し
ました。一人で悩まずに、まずご相談ください。

　メールでの相談
 ● Ｅメールアドレス／ seiiku@kesennuma.miyagi.jp
　①氏名 ②性別 ③年齢 ④相談の内容 を記入して
　　ください。

　 その他の相談方法
 ● 相談受付時間／午前 10時から午後 4時まで
　  月曜日から金曜日まで（土日祝日は休み）
 ● 相談方法
　＜直接センターに来所＞
　  ・場所／気仙沼中央公民館　３階
　　　　　（魚市場前１‐１）
　＜電話・ファクスでの相談＞
　  ☎ 24-0766　fax 25-7812

　過去５年以内の国民年金保険料の納め忘れ
を申し込みにより納付できる「国民年金後納
制度」は、本年９月 30 日（日）で終了します。
　申し込みから納めていただくまでには日数が
かかりますので、お早めに手続きをしてください。
●利用できる方／過去５年以内に納め忘れの

期間や未加入期間があり、老齢基礎年金を
受給していない方

●注意点／
・保険料は通常、納期限より２年を経過すると、

時効により納付することができなくなります。
・過去３年度以前の保険料を納付する場合に

は、当時の保険料に加算金がつきます。
・後納が可能な期間のうち、古い分から納め

ていただきます。
・免除や納付猶予を受けた期間について納付

を希望する場合は、10年までさかのぼって
納付できる「追納制度」があります。

●問い合わせ先／
　日本年金機構石巻年金事務所 ☎0225-22-5115

青少年育成支援センター

「国民年金後納制度」は
本年９月末で終了します
「国民年金後納制度」は
本年９月末で終了します

納め忘れはありませんか？
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●問い合わせ先／市危機管理課 防災情報係　☎ 22-3402

「土砂災害に備えよう」

防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode24 ~

■土砂災害警戒判定メッシュ情報を活用しましょう
　土砂災害警戒判定メッシュ情報は、大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを、地図
上で５ｋｍ四方の領域（メッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情報です。大雨警報（土
砂災害）や土砂災害警戒情報などが発表されたときには、土砂災害警戒判定メッシュ情報で、
どこで危険度が高まっているかを把握することができます。

～土砂災害警戒判定メッシュ情報～　http://www.jma.go.jp/ jp/doshamesh/

土砂災害の被害を防ぐためには、ひとりひとりが土砂災害
から命を守れるように備えておくことが重要です。

　土石流や地すべり、がけ崩れなど、
土砂災害のほとんどは長雨や大雨が引
き金となって起こります。
　家の周りの危険箇所を確認するな
ど、日ごろから災害に備え、家族で対
応を話し合いましょう。
【警戒・避難のための心構え】
①土石流は速度が速く流れを背にして

は追いつかれます。土砂の流れる方
向に対して、直角に逃げましょう。

② 災害発生時に家族全員が一緒にいる
とは限りません。日ごろから避難場
所や避難経路を決めておきましょ
う。

③食品や貴重品、医薬品などを入れた
非常持ち出し袋を常備しましょう。
■問い合わせ先／
　県気仙沼土木事務所 河川砂防第三班
 　☎ 24-2505

６月は
「土砂災害防止月間」です
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６月 12 日は
みやぎ県民
防災の日

「日ごろの備え」
　　が大切です

　市では、東日本大震災などの災害経験を踏まえ、
市ワン・テン庁舎を会場に、災害対策本部対応職
員が災害対応の図上訓練と関係機関との情報収集・
伝達訓練を実施します。

　県では６月12日を「みやぎ県民防災の日」と定め、大
規模災害の発生に備え、防災体制の確立と防災意識の
高揚を図るための、様々な訓練や事業が実施されます。
６月12日を迎えるこの機会に、あらためて災害への備
えを確認しましょう。
　各家庭でも、避難場所や避難経路の確認のほか、非
常用持出品の準備や点検、家具の転倒防止対策などを
行いましょう。

■ 問い合わせ先／
　市危機管理課 防災情報係
　☎ 22-6600　内線 261・262

６月７日（木）
「災害対策本部図上訓練」を実施します

　　本年11月４日（日）は、11月５日の「津波防災の日」
に先立ち、市民の方々も参加できる全市一斉の「津
波総合防災訓練」を実施する予定です。訓練の詳細
は後日お知らせしますので、ぜひご参加ください。

【出典 :気象庁ＨＰより】

■防災基礎クイズ
Ｑ　大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まっ

たときに都道府県と気象庁が共同で発表するのは何情報でしょう ?

答え：土砂災害警戒情報
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