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　暮らしの情報

　ヘルスツーリズムの商品開
発、販売、引率について学びま
す。認定試験合格者は、気仙沼
ヘルスツーリズム協議会が推
進するヘルスツーリズム事業に
おいて、有償で事業の実施、健
康プログラム引率、宿泊施設・
飲食店などでのプログラムを
実施できます。
■対象／講座の全日程を受講
　できる方
■日時／３月 12 日（土）・13
　日（日）の２日間
■場所／市民健康管理セン
　ター「すこやか」（東新城）
■講師／木下藤寿氏（NPO 法
　人「熊野で健康ラボ」代表理事）
■内容／ヘルスツーリズム概
　論、健康づくり総論、健康
　保養地概論、気候療法概論、
　ヘルスツーリズム事業方法
　論、実技（健康ウォーキング、
　救急法、集団行動）、食事と
　健康、認定試験（筆記試験）
■定員／ 30 人（先着順）
■受講料／ 5,000 円（講義料、
　認定試験料）

■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

■内容／一般教養・健康・福祉・
　地域活動などに関する内容
　を２学年間で学習します（年
　間 22 日）。健康実践講座・
　クラブ活動・文化祭や修学
　旅行なども行います。
■対象／県内にお住まいの、　
　おおむね 60 歳以上の方
■受講料／年間 20,000 円（入
　学金 5,000 円）
■募集人数／ 40 人
■申込締切／２月 29 日（月）
　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／
　県社会福祉協議会  いきがい
　健康課
     tel：022-225-8477

■申込方法・期限／申込書に
　必要事項をご記入のうえ、受
　講料を添えて３月５日（土） 
　までにお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼ヘルスツーリズム協議会
　　（一般社団法人  気仙沼観光コンベンション協会内）
　tel：22-4560　

■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

　認知症の方を介護している
家族や認知症についての知識
を高めたい方が参加できる場
を紹介します。

《ここっ茶》
■日時／毎月第３水曜日
　午後１時 30 分から
■場所／医療法人移川哲仁会 
　三峰病院（松崎柳沢）
　１階レストラン
■内容／お茶などを飲みなが
　ら気軽にご家族との情報交
　換などをします、また、認
　知症の専門家が相談に応じ
　ます。
■参加料／無料
■問い合わせ先／
　認知症疾患医療センター（三
　峰病院内）
　tel:22-6685

《認知症の方を介護している家
族同士の語り合い》
■日時／毎月第３金曜日
　午後１時から３時まで
■場所／「りすたあ八十松」（松
　岩駐在所向かい）
■内容／認知症介護経験者が
　悩みなどのお話しを伺い、　
　対応方法を一緒に考えます。
■参加料／無料
■問い合わせ先／
　認知症の人と家族の会宮城
　県支部　気仙沼のつどい事
　務局
　tel:090-6227-4019

■時間／午後 1時 30 分から
　4時 30 分まで
■場所／気仙沼司法書士会　
　相談センター（田谷 8-1）
■予約・問い合わせ先／
　宮城県司法書士会
　tel:022-263-6755

　よろず支援拠点とは、中小
企業庁が実施している中小企
業・小規模事業者の相談窓口
です。
　宮城県よろず支援拠点には、
コーディネーター以下、経験
豊富な総勢７人のスタッフが
配置され、中小企業・小規模
事業者の業績改善の実現をめ
ざし、事業者が抱える経営上
の「お困りごと」を、解決す
るまで丁寧に支援します。
　相談は無料で、秘密は厳守
されます。安心してご相談く
ださい。詳しくはお問い合わ
せいただくか、ホームページ
をご覧ください。
■内容／売上拡大・経営改善・
　販路拡販・新商品開発・IT
　活用・創業・起業・後継者
　教育・資金繰りなど、
■申込方法／事前にご相談内
　容をお電話にてお伝えいた
　だきご相談日時を予約して
　ください。
■受付時間／月から金曜日ま
　での午前８時 30 分から午後
　5時 15 分まで
　（12:00~12:45、土日祝日を
　除く）
■予約・問い合わせ先／
　宮城県よろず支援拠点
　（宮城県商工会連合会内）
　tel:022-225-8751

　大切な人を亡くした人のた
めのわかちあいの会を実施し
ます。日常生活では、なかな
かお話出来ないようなことを
安心してお話ししていただけ
ます。大切な人を亡くした辛
い思いを抱えていらっしゃる
方であれば、どなたでも参加
できます。
■日時／２月 27 日（土）
　午後１時から 3時 30 分まで
■場所／市民健康管理センター
　「すこやか」
■内容／語り合いの時間（お
　茶やコーヒーなどをいただ
　きながら、ゆっくり過ごし
　ます）
■問い合わせ先／
　・仙台グリーフケア研究会　
　    事務局
　　tel:070-5548-2186
    ・市健康増進課
　　 tel：21-1212

　県内に在住、もしくは県内
に職場がある女性を対象に、
女性司法書士が無料で電話・
面接による相談に応じます。　
■期日／３月 12 日（土）
　（面接・電話相談とも）
■内容／セクハラ、ドメスティッ
　ク・バイオレンス（ＤＶ）、借金、
　相続、親の介護　問題など
《電話相談》
■時間／午前 10 時から午後 4
　時まで
■相談電話番号／
　tel:0120-216-870
《面接相談》
　予約された方を優先します。
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募集募集

  「気仙沼ヘルスツーリズム人材育成
　養成講座」受講生募集

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

ご利用ください「認知症の人と
家族のつどいの場」

平成 28年度（公財）気仙沼育英会
奨学生募集

宮城いきいき学園気仙沼・本吉校
入学生募集

を紹介します。

《ここっ茶》

　女性司法書士による女性のための
　無料法律相談会

相談相談

「わかちあいの会」を開催します

　経営相談所「宮城県よろず支援拠点」
　をご利用ください

猫が好きな人も、苦手な人も快適に暮らすために 猫を飼うために守ってほしいこと
　飼い主のいない猫についての相談が寄せられます。「のら猫」の多くは、
人間によって無責任に捨てられ、繁殖した猫です。人間と猫が快適に暮らす
ために私たちができることを考えてみませんか？

猫の飼養は家の中で！

　屋内外を自由に行き来できる状態は、糞尿
のトラブルだけでなく、病気や事故の原因に
もなります。　
　子 猫・成 猫 に
かかわらず、猫は
室内で飼養しま
しょう。

　屋内外を自由に行き来できる状態は、糞尿
のトラブルだけでなく、病気や事故の原因に
もなります。　
　子 猫・成 猫 に
かかわらず、猫は
室内で飼養しま
しょう。

  ■問い合わせ先／・市環境課   tel：22-3417　・県気仙沼保健所 tel：22-6615

避妊・去勢の手術を！
　猫は繁殖力が強く、適正な管理を行わなければ、
１頭の猫が年間 20 頭以上の子猫を産みます。不
用意な繁殖を減らすためには、
不妊・去勢手術が効果的です。
　また、発情期の猫のけんか
や大きな鳴き声による騒音も
少なくなります。

　猫は繁殖力が強く、適正な管理を行わなければ、
１頭の猫が年間 20 頭以上の子猫を産みます。不
用意な繁殖を減らすためには、
不妊・去勢手術が効果的です。
　また、発情期の猫のけんか
や大きな鳴き声による騒音も
少なくなります。
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