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　暮らしの情報

　さまざまな分野で活躍中の
地元のリーダーから「地域への
思い」を語っていただき、その
後、参加者との意見交換により、
地域づくりを考えるシリーズ企
画です。
■日時／１月 26 日（火）
　午後７時から９時まで
■場所／Ｋｰport（港町）
■対象／ 10～30 代の市民
■内容／講話（講師：菅原茂
　市長）、話し合い
■定員／ 20 人（先着順）
■参加費／ 500 円（飲物代）
■申込期限・方法／１月 21 日
　（木）までに、電話にてお申
　し込みください。
■問い合わせ先／
　市地域づくり推進課  
　tel：22-6600　内線 335

■対象／次のいずれにも該当
　する方
①本市に本籍があり、現在居
　住している学生・生徒（他
　市町村の仮設・借上住宅に
　居住している方も含む）
②成績優秀で大学入学試験に
　合格している方
■募集定員／７人
■貸与額（月額）／ 50,000 円
■返済期間／卒業後、２年目
　から 12 年以内
■提出書類／
　①願書（当会指定用紙）
　②出身校の調査書
　③作文「進学の目的」（400
　　字程度）
　④保護者の市・県民税課税
　　証明書

利用が便利です。
　また、通常の口座振替は翌
月末日に振替になりますが、
当月末振替（早割）や、保険
料をまとめて前払いする前納
制度の利用により、割引が受
けられます。保険料の割引額
は、前納の期間が長いほど大
きくなり、口座振替による２
年前納をご利用いただいた場
合、毎月現金で納付する場合
と比べて、２年間で約 15,000
円程度の割引になります。
　希望する場合は、年金手帳・
預金通帳・通帳届出印をご持
参のうえ、口座のある金融機
関へお申し込みください。
なお、本年４月分からの前納
申込を希望する場合は、２月
末日までに手続きが必要です。
■問い合わせ先／
　日本年金機構石巻年金事務所
　tel：0225-22-5117

　市内障害者就労支援事業所※
で生産された製品販売です。
ぜひお買い求めください。

■日時／１月 28 日（木）
　午前 11 時 30 分から
　午後 1時まで
■場所／市役所ワン・テン庁舎
　２階　情報プラザ
■製品例／パン、お菓子、野菜、
　雑貨、ホヤぼーやグッズなど
■問い合わせ先／
　市社会福祉課  障害福祉係
　tel：22-6600　内線 437

■申込期限／３月 17 日 ( 木 )
　午後５時まで
※土曜日の午後、日曜日、祝
　日を除く
■申し込み・問い合わせ先／
　公益財団法人 気仙沼育英会　
　事務局 ( 気仙沼商工会議所内 )
    tel：22-4600

■対象／市内に住所がある自
　営の農業者のうち、現在有
　害鳥獣による被害を受けて
　いるため、４月以降に農地
　に電気柵を設置予定の方
■要件／
○農地が隣接する３戸以上の
　団体で、合計耕作面積が概
　ね 1.5 ヘクタール以上であ
　ること
○団体による電気柵の設置・
　維持管理が可能であること
■受付期間／１月 15 日（金）
　から 29 日（金）まで
■その他／
○申し込み多数の場合は、被
　害状況や申請内容により選
　定します。
○要件・支援内容の変更や貸
　与までに時間を要する場合
　があります。
○申込方法など、詳しくはお
　問い合わせください。
■申し込み・問い合わせ先／
　市農業災害防除対策協議会
　（市農林課 内）
　tel：22-3439

　国民年金保険料を納付する
際、金融機関等の窓口へ行く
ことができない方や、納め忘
れを防ぐためには口座振替の

■日時／１月 28 日（木）
　午後１時から（受付 12:45）
　４時 50 分まで
■場所／気仙沼中央公民館３階
　会議室
■内容／基調講演とパネル　
　ディスカッション
　《基調講演テーマ》
 ・「気仙沼湾の海底地形の成り
　立ちと津波防災（仮）」
　講師：原口強氏（大阪市立
　大学理学研究科准教授）
・「東日本大震災の反省、そし
　てこれからの津波防災（仮）」
　講師：高橋智之氏（関西大
　学社会安全学部教授）
　《パネルディスカッションテーマ》
   「海と生きる～未来に向けた
　防災の在り方～」
■問い合わせ先／
　市教育委員会学校教育課指導係
　tel：22-3441

　児童生徒が人や社会とかか
わる中で、社会性を学び自己
の役割を考えながら、より良
く生きるための取り組みの成
果を発表します。
■日時／１月 21 日（木）
　午後１時から４時 20 分まで
■場所／はまなすホール
■内容／実践発表、講演
　《実践発表》
　津谷小、馬籠小、津谷中学校、
　本吉響高等学校による取り
　組みの口頭発表※津谷保育所、
　津谷・馬籠幼稚園は紙面発表
　《講演テーマ》
　「夢をもち、夢を叶えるために」
　講師：EPO（エポ・歌手）
■問い合わせ先／
　市教育委員会学校教育課指導係
　tel：22-3441

■申し込み・問い合わせ先／
　市教育委員会 生涯学習課
　tel：22-3442
　Eメール：k-kyosho@city.kesennuma.lg.jp

　県では、唐桑、気仙沼圏域お
よび鹿折川、大川、津谷川水系
河川整備計画（素案）に対して
地域の方々からの意見を反映さ
せるために地域の方々の意見を
聴く会を開催します。素案の内
容は、県河川課のホームページ
でもご覧になれます。
■日時／１月 19 日（火）
　午後７時から
■場所／県気仙沼合同庁舎（赤
　岩杉ノ沢）大会議室
■問い合わせ先／
　県土木部河川課
　tel：022-211-3173

　
 

■日時／１月 30 日（土）
　午前 10 時から正午まで
■場所／市民健康管理セン　
　ター「すこやか」和室
■対象／子育て中の方、子育
　てに関心・関わりのある方
■内容／「産後のリセット体操」
　（動きやすい服装で、バスタ
　オル 1枚ご持参ください） 
■講師／冨田夕子氏（健康運
　動指導士）※講話のあとは情
　報交換や育児相談を開催し
　ますが、お子さまのお飲み
　物はご持参ください。
■参加費／無料（入退室自由）
■申込方法／１月 27 日（水）
　までに電話またはＥメール
　にてお申し込みください（託
　児もあります）。

　

※障害のある方が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう生産活動など
　を通じて知識や能力向上、就労のために必要な支援を行う事業所
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募集募集

  「ぬま塾新春特別版（第 11回）」
   の参加者を募集します

国民年金保険料は口座振替が
便利です

気仙沼市防災フォーラム～津波防災
研究の最前線～を開催します

2/7（日）
11:30~

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

平成28年度（公財）気仙沼育英会
の奨学生を募集します

有害鳥獣被害防護電気柵を
無償貸与します

パンや野菜、手作り雑貨などを
販売します

手作りのぬくもりが感じられる製品　手作りのぬくもりが感じられる製品　

「志教育支援事業」実践発表会を
   開催します

「子育てほっとサロン」の参加者を
   募集します

河川整備計画（素案）に関する
地域の方々の意見を聴く会を開催します

宮城県地方音楽会 inけせんぬま宮城県地方音楽会 inけせんぬま
■日時／２月７日（日）  午前11時30分開演（午前11時開場）
■場所／市民会館 大ホール
■内容／【第 1部】第 30 回気仙沼・本吉地区吹奏楽祭
　               【第２部】仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会
■入場料／無料（入場整理券が必要です）
〇整理券は、１月 15 日から市役所玄関案内、 市民会館、はまなすの館、　
　唐桑コミュニティ図書館、市生涯学習課（中央公民館内）、　
　市内公民館で配布します。（図書館・公民館は1/29まで）
〇駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用いただくか、乗り
　合いでのご来場をお願いします。
■問い合わせ先／
　市教育委員会生涯学習課 文化振興係　tel： 22-6600内線124 

1/22（金）
18:30~

第２回けせんぬま学講座「文化財から学ぶこと」第２回けせんぬま学講座「文化財から学ぶこと」
■日時／１月 22日（金）  午後 6時 30分～ 8時 30分まで
■場所／気仙沼中央公民館 会議室
■内容／①「気仙沼の文化財を眠らせない～レスキューからの保存・活用のための試み～」
　　　　　講師：川村清志氏（国立歴史民俗博物館准教授）
　　　　②「文化財に人びとの生き方を学ぶ～小々汐の尾形家から～」
　　　　　講師：葉山　茂氏（国立歴史民俗博物館特任助教）
■申込方法／１月 20 日（水） までに下記にお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市文化遺産活用検討実行委員会（市教育委員会生涯学習課文化振興係内）
　　tel： 22-6600 内線123・124 
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【第 1部】第 30 回気仙沼・本吉地区吹奏楽祭
仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会
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