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　暮らしの情報

■募集定員／若干名
■活動内容／
 ・朝、夕の小中学校の登下校
　時の街頭指導
 ・市民の皆さんを交通事故か
　ら守るための交通安全街頭
　指導や交通安全教育
■対象／次のいずれにも該当
　する方
　①本市に居住する 20 歳以上
　　65 歳未満の方
　②普通自動車免許をお持ちの
　　方
　③健康で、街頭指導などの
　　交通安全活動に従事でき
　　る方
■応募方法／履歴書に記入の
　うえ、２月 29 日（月）まで
　市危機管理課へ持参してく
　ださい。また、運転免許証
　の写しを１部提出してくだ
　さい。
■申し込み・問い合わせ先／
　市危機管理課 交通防犯係
　tel：22-6600　内線 263

■日時／２月 14 日（日）
　受付開始：午前９時 から
　大会開始：午前９時 30 分
■場所／気仙沼中央公民館　
　３階会議室
■対象／
　市内在住または勤務、通学
　している囲碁９級以上の方
■申込締切／２月 12 日（金） 
　午後４時まで（土日・祝日
　を除く）
■参加料（昼食代込）／
 ・高校生以下 500 円
 ・一般 1,000 円
※大会当日にご持参ください。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼中央公民館
　tel：22-6760

■募集人数／若干名
■受験資格／
　①高等学校もしくは中等教育
　　学校を卒業し、准看護師学
　　校養成所を卒業（見込み含
　　む）した方
　②高等学校衛生看護科を卒業
　　した方
　③中学校を卒業し、准看護師
　　として３年以上業務に従事
　　した方
■就業年限／３年（夜間）
　ただし、臨地実習は 3 学年
　次の主に昼間に行います。
■願書受付期間／２月 17 日　
　（水）から３月２日（水）まで
　※日曜日・祝日を除きます。
　提出書類など詳しくはお問
　い合わせください（気仙沼
　市医師会ホームページにも
　掲載しています）。
■入学試験日／３月 12 日（土）
　午前９時から午後 4時まで
■試験科目／
　①学科試験（看護学、国語）
　②人物考査（面接）
■試験会場／気仙沼市医師会
　附属高等看護学校（四反田
　95 番地 4）
■受験料／ 20,000 円（現金、
　または郵便為替に限ります）

■科名／ＯＡ基礎科
■内容／初心者の方を対象とし
　た商業簿記の基本知識から会
　計ソフトの活用方法、パソコ
　ンの基礎操作などの知識およ
　び技能の習得訓練（３か月訓
　練）
■対象／求職活動中でハロー
　ワークに相談しており、公
　共職業安定所長の受講指示、
　受講推薦または支援指示を
　受けられる方（定員 20 人）
■訓練期間／
　３月 16 日（水）から
　６月 15 日（水）まで
■申込期間／
　２月 24 日（水）まで
※申込方法など、詳しくはお
　問い合わせください。
■選考日／３月２日（水）
　面接選考
■費用／受講料無料、教材費
　15,000 円程度は自己負担
■申し込み先／お住まいの地
　域のハローワーク
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
　tel：22-7068

■出願・問い合わせ先／
　気仙沼市医師会附属高等看
　護学校
　tel:22-8383

■募集人数／若干名
■受験資格／
　中学校を卒業（見込み含む）
　した方
■願書受付期間／１月 29 日　
　（金）から２月 12 日（金）まで
　※日曜日・祝日を除きます。
　提出書類など詳しくはお問
　い合わせください（気仙沼
　市医師会ホームページにも
　掲載しています）。
■入学試験日／２月 18 日（木）
　午前９時から午後３時まで
■試験科目／
　①学科試験（国語、数学、　
　　小論文）　
　②人物考査（面接）
　③書類選考
■試験会場／気仙沼市医師会
　附属准看護学校（四反田 95
　番地 4）
■受験料／ 15,000 円（現金、
　または郵便為替に限ります）
■出願・問い合わせ先／
　気仙沼市医師会附属准看護
　学校
　tel:22-8383
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参加者募集

自衛官幹部候補生、医科・歯科幹部、予備自衛官補募集自衛官幹部候補生、医科・歯科幹部、予備自衛官補募集

■問い合わせ先／ 自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所  tel：0220-34-2244

募集種目 応募資格 受付期間

幹部候補生
一般

【大卒程度試験】次のいずれかに該当する方
　・22 歳以上 26 歳未満の方
　・20 歳以上 22 歳未満で大卒（見込み含む）の方
　・22歳以上 28 歳未満で修士課程修了（見込み含む）の方
【院卒者試験】
　・20歳以上 28 歳未満で修士課程修了（見込み含む）の方

３月１日（火）から
５月６日（金）まで

■募集種目など／下記のとおり ※各種目の１次試験日、会場などは、受付時にお知らせします。

歯科 　20 歳以上 30 歳未満で専門の大卒（見込み含む）の方
薬剤科　20 歳以上 28 歳未満で専門の大卒（見込み含む）の方

医科・歯科幹部 医師・歯科医師の免許取得者 ４月 22日（金）まで

予備自衛官補
一般

技能

　18 歳以上 34 歳未満の方
　18 歳以上で保有する国家免許・資格等に応じ、53 歳
　から 55 歳未満の方

４月８日（火）まで

「つたえる講座～デザイン・  レイアウト編～」
  参加者募集（参加無料）
　活動する上で、イベントや
製品、団体の活動などを簡単
に伝える方法を学びます。
■日時／２月 17 日（水）午後 
　１時 30 分から４時 30 分まで
■場所／市役所ワン・テン庁
　舎２階　大ホール
■内容／チラシ作成の際のデ
　ザイン・レイアウトを学ぶ
　講義とワーク
　（講師）長内綾子氏
■対象／気仙沼市内や近郊の
　NPO、　市民活動団体、まち
　づくりなどに関わっている
　方、これから始めようと考
　えている方
■定員／ 20 人（先着順）
■申込方法／２月 12 日（金）
　まで下記にお申し込みくだ
　さい。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市民活動センター
　tel：22-6600 内線 336
　fax：24-8605
　Eメール：k-npo@k-macs.ne.jp

おさ  ない   あや     こ
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　②普通自動車免許をお持ちの
　　方
　③健康で、街頭指導などの
　　交通安全活動に従事でき
　　る方
■応募方法／履歴書に記入の
　うえ、２月 29 日（月）まで
　市危機管理課へ持参してく
　ださい。また、運転免許証
　の写しを１部提出してくだ
　さい。
■申し込み・問い合わせ先／
　市危機管理課 交通防犯係
　tel：22-6600　内線 263

■日時／２月 14 日（日）
　受付開始：午前９時 から
　大会開始：午前９時 30 分
■場所／気仙沼中央公民館　
　３階会議室
■対象／
　市内在住または勤務、通学
　している囲碁９級以上の方
■申込締切／２月 12 日（金） 
　午後４時まで（土日・祝日
　を除く）
■参加料（昼食代込）／
 ・高校生以下 500 円
 ・一般 1,000 円
※大会当日にご持参ください。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼中央公民館
　tel：22-6760

■募集人数／若干名
■受験資格／
　①高等学校もしくは中等教育
　　学校を卒業し、准看護師学
　　校養成所を卒業（見込み含
　　む）した方
　②高等学校衛生看護科を卒業
　　した方
　③中学校を卒業し、准看護師
　　として３年以上業務に従事
　　した方
■就業年限／３年（夜間）
　ただし、臨地実習は 3 学年
　次の主に昼間に行います。
■願書受付期間／２月 17 日　
　（水）から３月２日（水）まで
　※日曜日・祝日を除きます。
　提出書類など詳しくはお問
　い合わせください（気仙沼
　市医師会ホームページにも
　掲載しています）。
■入学試験日／３月 12 日（土）
　午前９時から午後 4時まで
■試験科目／
　①学科試験（看護学、国語）
　②人物考査（面接）
■試験会場／気仙沼市医師会
　附属高等看護学校（四反田
　95 番地 4）
■受験料／ 20,000 円（現金、
　または郵便為替に限ります）

■科名／ＯＡ基礎科
■内容／初心者の方を対象とし
　た商業簿記の基本知識から会
　計ソフトの活用方法、パソコ
　ンの基礎操作などの知識およ
　び技能の習得訓練（３か月訓
　練）
■対象／求職活動中でハロー
　ワークに相談しており、公
　共職業安定所長の受講指示、
　受講推薦または支援指示を
　受けられる方（定員 20 人）
■訓練期間／
　３月 16 日（水）から
　６月 15 日（水）まで
■申込期間／
　２月 24 日（水）まで
※申込方法など、詳しくはお
　問い合わせください。
■選考日／３月２日（水）
　面接選考
■費用／受講料無料、教材費
　15,000 円程度は自己負担
■申し込み先／お住まいの地
　域のハローワーク
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
　tel：22-7068

■出願・問い合わせ先／
　気仙沼市医師会附属高等看
　護学校
　tel:22-8383

■募集人数／若干名
■受験資格／
　中学校を卒業（見込み含む）
　した方
■願書受付期間／１月 29 日　
　（金）から２月 12 日（金）まで
　※日曜日・祝日を除きます。
　提出書類など詳しくはお問
　い合わせください（気仙沼
　市医師会ホームページにも
　掲載しています）。
■入学試験日／２月 18 日（木）
　午前９時から午後３時まで
■試験科目／
　①学科試験（国語、数学、　
　　小論文）　
　②人物考査（面接）
　③書類選考
■試験会場／気仙沼市医師会
　附属准看護学校（四反田 95
　番地 4）
■受験料／ 15,000 円（現金、
　または郵便為替に限ります）
■出願・問い合わせ先／
　気仙沼市医師会附属准看護
　学校
　tel:22-8383
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    気仙沼市医師会附属高等看護学校
   平成 28 年度入学生募集
（2年課程定時制）

    気仙沼市医師会附属准看護学校
   平成 28 年度入学生募集

気仙沼高等技術専門校  
平成 27 年度短期課程学生募集

気仙沼出張相談所をご利用ください 日本年金機構 石巻年金事務所日本年金機構 石巻年金事務所

■所 在 地  ／河原田二丁目 2番 20 号（ＮＴＴ気仙沼ビル１階）
■業務内容／〇年金に関する届出や相談。再交付申請
　　　　　　〇年金記録やねんきん定期便に関する相談　など
■受付時間／月から金曜日の午前８時 30 分～午後５時 15 分  （祝日を除く）
■予約相談／相談の予約は、２週間前から申し込むことができます。
　　　　　　　（tel:0225-22-5118 お客様相談室）
■問い合わせ先／日本年金機構　石巻年金事務所
　　　　　　tel:0225-22-5115　
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■問い合わせ先／ 自衛隊宮城地方協力本部登米地域事務所  tel：0220-34-2244

募集種目 応募資格 受付期間

幹部候補生
一般

【大卒程度試験】次のいずれかに該当する方
　・22 歳以上 26 歳未満の方
　・20 歳以上 22 歳未満で大卒（見込み含む）の方
　・22歳以上 28 歳未満で修士課程修了（見込み含む）の方
【院卒者試験】
　・20歳以上 28 歳未満で修士課程修了（見込み含む）の方

３月１日（火）から
５月６日（金）まで

■募集種目など／下記のとおり ※各種目の１次試験日、会場などは、受付時にお知らせします。

歯科 　20 歳以上 30 歳未満で専門の大卒（見込み含む）の方
薬剤科　20 歳以上 28 歳未満で専門の大卒（見込み含む）の方

医科・歯科幹部 医師・歯科医師の免許取得者 ４月 22日（金）まで

予備自衛官補
一般

技能

　18 歳以上 34 歳未満の方
　18 歳以上で保有する国家免許・資格等に応じ、53 歳
　から 55 歳未満の方

４月８日（火）まで

「つたえる講座～デザイン・  レイアウト編～」
  参加者募集（参加無料）
　活動する上で、イベントや
製品、団体の活動などを簡単
に伝える方法を学びます。
■日時／２月 17 日（水）午後 
　１時 30 分から４時 30 分まで
■場所／市役所ワン・テン庁
　舎２階　大ホール
■内容／チラシ作成の際のデ
　ザイン・レイアウトを学ぶ
　講義とワーク
　（講師）長内綾子氏
■対象／気仙沼市内や近郊の
　NPO、　市民活動団体、まち
　づくりなどに関わっている
　方、これから始めようと考
　えている方
■定員／ 20 人（先着順）
■申込方法／２月 12 日（金）
　まで下記にお申し込みくだ
　さい。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼市民活動センター
　tel：22-6600 内線 336
　fax：24-8605
　Eメール：k-npo@k-macs.ne.jp

おさ  ない   あや     こ



 information information
　暮らしの情報

　ノルディックウォーキング
は、２本のポール（ストック）
を使って歩くことで運動効果
を増強する、北欧生まれの
フィットネスエクササイズです。
　見どころ満載の入谷地区を
歩いた後は、地元素材にこだ
わった温もりたっぷりの郷土料
理を堪能し、交流を深めます。

■期日／３月６日（日）午前  
　９時 50 分から午後２時まで
　（受付：９時 20 分から）
■場所／南三陸町入谷「ひころの里」
■対象・定員／小学生以上 30
　人（小学生は保護者同伴）
■内容／ノルディックウォー
　キングと郷土料理を楽しむ
　※ポールを無料貸出します。
■参加費／ 880 円（昼食付き、
　保険料）
■申込締切／２月18日（木）
■申込方法／期日までに往復は
　がき、またはメールで住所・
　氏名・性別・生年月日・電話
　番号をご連絡ください（応募
　多数の場合は抽選となります）。
※詳しくは、下記にお問い合わ
　せいただくか、ホームページ
　をご覧ください（「志津川自
　然の家」で検索）。
■問い合わせ先／県志津川自
　然の家　
    〒986-0781 南三陸町戸倉字坂本 88－1
　tel：46-9044
    E メール： szm@pref.miyagi.jp

　家畜伝染病予防法の改正に
より、家畜（牛、豚、馬、めん羊、
山羊）および家きん（鶏、ア
ヒル、ウズラ、キジ、ホロホ
ロ鳥、七面鳥、ダチョウ）の
飼養者は、毎年、飼養頭羽数
および飼養管理状況の報告が
義務づけられています。
　飼養者の方は送付された報
告書の提出をお願いします。
〇届いていない方は、市農林
　課までご連絡ください。
〇報告書未提出の場合や適切
　な飼養管理が行われていな
　い場合は、県家畜保健衛生
　所が行う指導の対象となり
　ます。
〇愛玩用として鶏などの家き
　んを飼養している方も１羽
　から報告が必要となります。
■報告書提出期限／
　２月 19 日（金）
■問い合わせ先／
 ・県東部家畜保健衛生所 防疫班
　tel：0220-22-2395
 ・市農林課 農政係
　tel：22-3439

　農地法、農業委員会法の一
部改正により農業振興地域内
における農振除外手続きおよ
び農地転用申請の締切日を次
のとおり変更します。
■変更内容／
　【変更前】毎月 15 日
　15 日が土日・祝日の場合、
　15 日の前に繰り上げ（14 日、
　13 日など）
　【変更後】毎月 10日
　10 日が土日・祝日の場合、
　10 日の後に繰り下げ（11 日、
　12 日など）
■変更年月／
　本年 4月から
■問い合わせ先／
　市農材課農政係
　tel：22-3439
　市農業委員会事務局
　tel：22-6600 内線 381

　　郵政民営化（平成 19 年 10
月１日）より前に郵便局にお
預けいただいた定額郵便貯金、
定期郵便貯金は、法律の規定
により、満期後 20 年２か月経
つとお客様の権利が消滅し、

　借金問題は、さまざまな解
決方法がありますので、ご相
談ください。
■受付時間／
　月曜日から金曜日までの
　午前９時から正午
　午後１時から５時まで
　（祝日・年末年始を除く）
■場所／東北財務局 金融監督
　第三課（仙台合同庁舎B棟5階）
■問い合わせ先／
　東北財務局 金融監督第三課
　tel：022-266-5703
　

払い戻しが受けられなくなり
ます。
　払い戻しの手続きは、最寄
の郵便局やゆうちょ銀行でお
早めにお願いします。併せて
簡易生命保険の満期日も、お
確かめください。
　詳しくは、お問い合わせく
ださい。
■問い合わせ先／
　独立行政法人　郵便貯金・
　簡易生命保険管理機構
　tel：03-5472-7101

　東北財務局では、個人の方
や事業者の方からの借金返済
に関する相談を無料で行って
います。

広報
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募集募集

宮城県志津川自然の家主催事業
「ノルディックウォーキング in 入谷」
参加者募集

　
　昨年６月から、悪質な自転
車運転者に対し安全講習の義
務化を盛り込んだ改正道路交
通法が施行されています。
　酒酔い運転や信号無視など
14 項目を「危険行為」と定め、
過去 3 年以内に 2 回以上繰り
返すと自転車運転者講習の受
講が命じられます。
■講習の内容／個別的指導を
　含む３時間の講習（講習手
　数料（標準額）：5,700 円）
※命令を受けてから指定され 
　た期間内に受講しない場合
　は、５万円以下の罰金が科
　せられます。
■危険行為／信号無視、通行
禁止違反、通行区分違反、
遮断踏切立ち入り、交差点
安全進行義務違反等、交差
点優先者妨害等、一時不停
止等、制動装置（ブレーキ）
不良自転車運転、酒酔い運
転、安全運転義務違反など
■問い合わせ先／
　・気仙沼警察署  交通課
　　tel：22-7171

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

  家畜や家きんを飼っている方は、
  飼育管理状況の報告が必要です

悪質な自転車運転者には
講習義務が課せられます

　「110 番通報」は事件・事故を緊急通報する
専用ダイヤルで、通報を受けるとすぐに警察
官やパトカーが現場に急行する仕組みになっ
ています。
　緊急ではない相談ごとを「110 番」にかけ
ると、緊急の事件や事故への対応が遅れる原
因になります。困りごとなど、警察への相談

　　　　　　   は「＃9110 番」におかけください。　

　ダイヤル回線や一部のＩＰ電話
（インターネットを利用した電話
サービス）からは、＃9110 番にはつ
ながりませんので、022-266-9110 に
おかけください。

警察相談は＃９１１０番　
事件・事故などの緊急通報は１１０番
警察相談は＃９１１０番　
事件・事故などの緊急通報は１１０番

■問い合わせ先／気仙沼警察署  tel：22-7171

　ノルディックウォーキング
は、２本のポール（ストック）
を使って歩くことで運動効果
を増強する、北欧生まれの
フィットネスエクササイズです。
　見どころ満載の入谷地区を
歩いた後は、地元素材にこだ
わった温もりたっぷりの郷土料
理を堪能し、交流を深めます。

■期日／３月６日（日）午前  
　９時 50 分から午後２時まで
　（受付：９時 20 分から）
■場所／南三陸町入谷「ひころの里」
■対象・定員／小学生以上 30
　人（小学生は保護者同伴）
■内容／ノルディックウォー
　キングと郷土料理を楽しむ
　※ポールを無料貸出します。
■参加費／ 880 円（昼食付き、
　保険料）
■申込締切／２月18日（木）
■申込方法／期日までに往復は
　がき、またはメールで住所・
　氏名・性別・生年月日・電話
　番号をご連絡ください（応募
　多数の場合は抽選となります）。
※詳しくは、下記にお問い合わ
　せいただくか、ホームページ
　をご覧ください（「志津川自
　然の家」で検索）。
■問い合わせ先／県志津川自
　然の家　
    〒986-0781 南三陸町戸倉字坂本 88－1
　tel：46-9044
    E メール： szm@pref.miyagi.jp

　家畜伝染病予防法の改正に
より、家畜（牛、豚、馬、めん羊、
山羊）および家きん（鶏、ア
ヒル、ウズラ、キジ、ホロホ
ロ鳥、七面鳥、ダチョウ）の
飼養者は、毎年、飼養頭羽数
および飼養管理状況の報告が
義務づけられています。
　飼養者の方は送付された報
告書の提出をお願いします。
〇届いていない方は、市農林
　課までご連絡ください。
〇報告書未提出の場合や適切
　な飼養管理が行われていな
　い場合は、県家畜保健衛生
　所が行う指導の対象となり
　ます。
〇愛玩用として鶏などの家き
　んを飼養している方も１羽
　から報告が必要となります。
■報告書提出期限／
　２月 19 日（金）
■問い合わせ先／
 ・県東部家畜保健衛生所 防疫班
　tel：0220-22-2395
 ・市農林課 農政係
　tel：22-3439

　農地法、農業委員会法の一
部改正により農業振興地域内
における農振除外手続きおよ
び農地転用申請の締切日を次
のとおり変更します。
■変更内容／
　【変更前】毎月 15 日
　15 日が土日・祝日の場合、
　15 日の前に繰り上げ（14 日、
　13 日など）
　【変更後】毎月 10日
　10 日が土日・祝日の場合、
　10 日の後に繰り下げ（11 日、
　12 日など）
■変更年月／
　本年 4月から
■問い合わせ先／
　市農材課農政係
　tel：22-3439
　市農業委員会事務局
　tel：22-6600 内線 381

　　郵政民営化（平成 19 年 10
月１日）より前に郵便局にお
預けいただいた定額郵便貯金、
定期郵便貯金は、法律の規定
により、満期後 20 年２か月経
つとお客様の権利が消滅し、

　借金問題は、さまざまな解
決方法がありますので、ご相
談ください。
■受付時間／
　月曜日から金曜日までの
　午前９時から正午
　午後１時から５時まで
　（祝日・年末年始を除く）
■場所／東北財務局 金融監督
　第三課（仙台合同庁舎B棟5階）
■問い合わせ先／
　東北財務局 金融監督第三課
　tel：022-266-5703
　

払い戻しが受けられなくなり
ます。
　払い戻しの手続きは、最寄
の郵便局やゆうちょ銀行でお
早めにお願いします。併せて
簡易生命保険の満期日も、お
確かめください。
　詳しくは、お問い合わせく
ださい。
■問い合わせ先／
　独立行政法人　郵便貯金・
　簡易生命保険管理機構
　tel：03-5472-7101

　東北財務局では、個人の方
や事業者の方からの借金返済
に関する相談を無料で行って
います。

 information information
　暮らしの情報
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　昨年６月から、悪質な自転
車運転者に対し安全講習の義
務化を盛り込んだ改正道路交
通法が施行されています。
　酒酔い運転や信号無視など
14 項目を「危険行為」と定め、
過去 3 年以内に 2 回以上繰り
返すと自転車運転者講習の受
講が命じられます。
■講習の内容／個別的指導を
　含む３時間の講習（講習手
　数料（標準額）：5,700 円）
※命令を受けてから指定され 
　た期間内に受講しない場合
　は、５万円以下の罰金が科
　せられます。
■危険行為／信号無視、通行
禁止違反、通行区分違反、
遮断踏切立ち入り、交差点
安全進行義務違反等、交差
点優先者妨害等、一時不停
止等、制動装置（ブレーキ）
不良自転車運転、酒酔い運
転、安全運転義務違反など
■問い合わせ先／
　・気仙沼警察署  交通課
　　tel：22-7171

警察相談は＃９１１０番　
事件・事故などの緊急通報は１１０番
警察相談は＃９１１０番　
事件・事故などの緊急通報は１１０番

　東北財務局「多重債務相談
　窓口」をご利用ください

「借金」問題は   
   ひとりで悩まず相談を！！
　多重債務相談は、市商工課
の消費生活相談窓口（tel：
22-3437）でも受け付けます。
お困りの際はできるだけ早め
にご相談ください。

農振除外および農地転用
申請の締切日が変わります

満期を過ぎた郵便貯金や
簡易生命保険はありませんか

あなたの会社は希望者全員が  65歳まで働けますか？あなたの会社は希望者全員が  65歳まで働けますか？

　
■問い合わせ先／ハローワーク気仙沼（気仙沼公共職業安定所）
　　　　　　　　tel：41-6720 

　高年齢者雇用安定法により、事業主は
①から③までのいずれかの措置をとるこ
とが定められています。

　① 65 歳以上への定年年齢の引上げ
　② 希望者全員を 65 歳まで継続雇用する制度の導入
　　※定年でいったん退職とし、新たに雇用契約を結ぶ再雇用　
　　　制度や、定年で退職とせず、引き続き雇用する勤務延長　
　　　制度などがあります。
　③ 定年制の廃止

■問い合わせ先／気仙沼警察署  tel：22-7171

「生活に困っている」・・・　「相談できる人がいない」…「生活に困っている」・・・　「相談できる人がいない」… こんなときは、ご相談くださいこんなときは、ご相談ください
ひありんく気仙沼（相談無料）ひありんく気仙沼（相談無料）気仙沼市自立相談支援機関気仙沼市自立相談支援機関

tel:22-5580
　「ひありんく気仙沼」とは、市が実施する生活困窮者
自立相談支援事業の相談支援窓口です。
　経済的な問題や就職など、さまざまなお悩みを抱え
ている方は、どなたでも無料でご相談いただけます。
ご自宅にお伺いして相談することもできます。 ←気仙沼バイパス 気仙沼大橋→

↑
本
町
橋

神
山
橋
↓

田谷
交差点

本郷 10－13　遠間ビル 2階
ひありんく気仙沼

■受付時間／午前８時 30 分から午後 5時 15 分まで
　　　　　　（土日、祝日、年末年始を除きます）

Ｅメール：hearlinkks@roukyou.gr.jp



 information information
　暮らしの情報

　ノルディックウォーキング
は、２本のポール（ストック）
を使って歩くことで運動効果
を増強する、北欧生まれの
フィットネスエクササイズです。
　見どころ満載の入谷地区を
歩いた後は、地元素材にこだ
わった温もりたっぷりの郷土料
理を堪能し、交流を深めます。

■期日／３月６日（日）午前  
　９時 50 分から午後２時まで
　（受付：９時 20 分から）
■場所／南三陸町入谷「ひころの里」
■対象・定員／小学生以上 30
　人（小学生は保護者同伴）
■内容／ノルディックウォー
　キングと郷土料理を楽しむ
　※ポールを無料貸出します。
■参加費／ 880 円（昼食付き、
　保険料）
■申込締切／２月18日（木）
■申込方法／期日までに往復は
　がき、またはメールで住所・
　氏名・性別・生年月日・電話
　番号をご連絡ください（応募
　多数の場合は抽選となります）。
※詳しくは、下記にお問い合わ
　せいただくか、ホームページ
　をご覧ください（「志津川自
　然の家」で検索）。
■問い合わせ先／県志津川自
　然の家　
    〒986-0781 南三陸町戸倉字坂本 88－1
　tel：46-9044
    E メール： szm@pref.miyagi.jp

　家畜伝染病予防法の改正に
より、家畜（牛、豚、馬、めん羊、
山羊）および家きん（鶏、ア
ヒル、ウズラ、キジ、ホロホ
ロ鳥、七面鳥、ダチョウ）の
飼養者は、毎年、飼養頭羽数
および飼養管理状況の報告が
義務づけられています。
　飼養者の方は送付された報
告書の提出をお願いします。
〇届いていない方は、市農林
　課までご連絡ください。
〇報告書未提出の場合や適切
　な飼養管理が行われていな
　い場合は、県家畜保健衛生
　所が行う指導の対象となり
　ます。
〇愛玩用として鶏などの家き
　んを飼養している方も１羽
　から報告が必要となります。
■報告書提出期限／
　２月 19 日（金）
■問い合わせ先／
 ・県東部家畜保健衛生所 防疫班
　tel：0220-22-2395
 ・市農林課 農政係
　tel：22-3439

　農地法、農業委員会法の一
部改正により農業振興地域内
における農振除外手続きおよ
び農地転用申請の締切日を次
のとおり変更します。
■変更内容／
　【変更前】毎月 15 日
　15 日が土日・祝日の場合、
　15 日の前に繰り上げ（14 日、
　13 日など）
　【変更後】毎月 10日
　10 日が土日・祝日の場合、
　10 日の後に繰り下げ（11 日、
　12 日など）
■変更年月／
　本年 4月から
■問い合わせ先／
　市農材課農政係
　tel：22-3439
　市農業委員会事務局
　tel：22-6600 内線 381

　　郵政民営化（平成 19 年 10
月１日）より前に郵便局にお
預けいただいた定額郵便貯金、
定期郵便貯金は、法律の規定
により、満期後 20 年２か月経
つとお客様の権利が消滅し、

　借金問題は、さまざまな解
決方法がありますので、ご相
談ください。
■受付時間／
　月曜日から金曜日までの
　午前９時から正午
　午後１時から５時まで
　（祝日・年末年始を除く）
■場所／東北財務局 金融監督
　第三課（仙台合同庁舎B棟5階）
■問い合わせ先／
　東北財務局 金融監督第三課
　tel：022-266-5703
　

払い戻しが受けられなくなり
ます。
　払い戻しの手続きは、最寄
の郵便局やゆうちょ銀行でお
早めにお願いします。併せて
簡易生命保険の満期日も、お
確かめください。
　詳しくは、お問い合わせく
ださい。
■問い合わせ先／
　独立行政法人　郵便貯金・
　簡易生命保険管理機構
　tel：03-5472-7101

　東北財務局では、個人の方
や事業者の方からの借金返済
に関する相談を無料で行って
います。
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宮城県志津川自然の家主催事業
「ノルディックウォーキング in 入谷」
参加者募集

　
　昨年６月から、悪質な自転
車運転者に対し安全講習の義
務化を盛り込んだ改正道路交
通法が施行されています。
　酒酔い運転や信号無視など
14 項目を「危険行為」と定め、
過去 3 年以内に 2 回以上繰り
返すと自転車運転者講習の受
講が命じられます。
■講習の内容／個別的指導を
　含む３時間の講習（講習手
　数料（標準額）：5,700 円）
※命令を受けてから指定され 
　た期間内に受講しない場合
　は、５万円以下の罰金が科
　せられます。
■危険行為／信号無視、通行
禁止違反、通行区分違反、
遮断踏切立ち入り、交差点
安全進行義務違反等、交差
点優先者妨害等、一時不停
止等、制動装置（ブレーキ）
不良自転車運転、酒酔い運
転、安全運転義務違反など
■問い合わせ先／
　・気仙沼警察署  交通課
　　tel：22-7171

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

  家畜や家きんを飼っている方は、
  飼育管理状況の報告が必要です

悪質な自転車運転者には
講習義務が課せられます

　「110 番通報」は事件・事故を緊急通報する
専用ダイヤルで、通報を受けるとすぐに警察
官やパトカーが現場に急行する仕組みになっ
ています。
　緊急ではない相談ごとを「110 番」にかけ
ると、緊急の事件や事故への対応が遅れる原
因になります。困りごとなど、警察への相談

　　　　　　   は「＃9110 番」におかけください。　

　ダイヤル回線や一部のＩＰ電話
（インターネットを利用した電話
サービス）からは、＃9110 番にはつ
ながりませんので、022-266-9110 に
おかけください。

警察相談は＃９１１０番　
事件・事故などの緊急通報は１１０番
警察相談は＃９１１０番　
事件・事故などの緊急通報は１１０番

■問い合わせ先／気仙沼警察署  tel：22-7171


