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～春の交通安全市民総ぐるみ運動～～春の交通安全市民総ぐるみ運動～

「正しいルールで交通安全」 

　４月６日（水）から 15 日（金）までの 10 日間、｢子どもと高齢者
の交通事故防止｣を運動の基本として、春の交通安全市民総ぐるみ運
動を実施します。交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践に努
めましょう。
■重点項目／
　①自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
　②後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの
　　正しい着用の徹底
　③飲酒運転の根絶
■主な取り組み／
　①出動式･･･４月６日（水）
 　　・気仙沼  午前６時 50 分から 　ホーマック気仙沼南店
 　　・唐　桑  午前７時から  　　　  唐桑小学校入口
 　　・大　島  午前６時 40 分から     大島汽船発着場前
 　　・本　吉  午前７時から                本吉総合支所前
　②マリン・ロード・リング作戦･･･４月６日（水）午前７時 20 分から
　 　 神山橋～中谷地交差点で、ドライバーに安全運転を呼びかけます。
　③交通安全県境ボーダレス作戦･･･４月 10 日（日）午後２時から
　  　交通事故ゼロを目指し、岩手と宮城両県境となる陸前高田市気仙町福伏地内の
　　国道 45 号で、ドライバーにチラシなどを配布し、安全運転を呼びかけます。

■問い合わせ先／市危機管理課 交通防犯係　 tel： 22-6600　内線 263

 笑顔はマナーとやさしさから

①自転車は、車道が原則、
　歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、
　車道寄りを徐行
④安全ルールを守る
⑤子どもはヘルメットを
　着用

 自転車安全利用五則 自転車安全利用五則

「ガスこんろ」と「ＩＨ調理器」の離隔距離を改正しました「ガスこんろ」と「ＩＨ調理器」の離隔距離を改正しました「ガスこんろ」と「ＩＨ調理器」の離隔距離を改正しました「ガスこんろ」と「ＩＨ調理器」の離隔距離を改正しました
　近年、新たなタイプ・性能の調理機器が流通してきているこ
とから、これらの離隔距離を規定するため、法令に基づき火災
予防条例の一部が改正され、4月 1日から施行されます。
　機器の種類などにより離隔距離が異なりますので設置の際
は、取扱説明書などをご確認のうえ、適正に設置して火災予防
に努めましょう。詳しくはお問い合わせになるか、ホームペー
ジ（「気仙沼・本吉消防本部」で検索）をご覧ください。

気仙沼・本吉消防本部からのお知らせ気仙沼・本吉消防本部からのお知らせ

【主な改正点】
①ガスコンロ
　「グリドル付きこんろ」の離隔距離は「グリル付きこんろ」 
　と同じ距離になりました。
②ＩＨ調理器
　最大入力値が 5.8kW のＩＨ調理器の離隔距離は、これまで
　の 4.8kW以下のＩＨ調理器と同じ距離になりました。

用語説明
▷離隔距離…
　調理機器やストーブなどと可燃
　物との火災予防上安全な距離
▷グリドル…
　直火で加熱した鉄板により調
　理する機器
▷グリル…
　直火により調理する機器（一
　般的な魚焼き器など）■問い合わせ先／気仙沼・本吉消防本部　 tel： 22-6688

可燃物（布・木材など）

離隔距離

離
隔
距
離

離
隔
距
離

 information information
　暮らしの情報

　
　　
■対象／現在医学部に在学中
　の大学生および大学院生、臨
　床研修医で、将来市立病院
　または市立本吉病院に勤務
　する意思がある方
■募集人数／１名程度
■貸付金額／月額 25 万円以内 
　（奨学金）（平成 28 年４月分
　から1年間貸与予定）
■償還免除／
▷市立病院または市立本吉病
　院に医師として業務に従事し
　た期間が貸付期間に達したと
　き（臨床研修医期間は除く）。
▷臨床研修または大学院の課程
　修了後、５年以内に市立病院
　または市立本吉病院に医師と
　して従事すること。
■貸付条件等／
▷連帯保証人２名が必要です
　（貸付対象者が未成年の場合、
　１名は親権者）。
▷退学などで貸付目的を達成
　する見込みがなくなったと
　きは、貸付を停止し一括償
　還となり年５％の利息をい
　ただく場合があります。
▷奨学金の貸付期間中は、年
　に１回以上市立病院または
　市立本吉病院で研修が必要
　となります。
■応募期限／４月 28 日（木）
■応募方法／
①在学証明書（大学生・大学院生）
②在職証明書（臨床研修医）
③医師免許の写し（大学院生・臨床研修医）
④医学生等奨学金貸付申請書
⑤戸籍抄本またはこれに代わるもの
⑥連帯保証人の印鑑証明書（３ヵ月以内のもの）
⑦応募理由書　
⑧履歴書
を応募・問い合わせ先に郵送
またはご持参ください。

■申込方法／ 4 月 6 日（水）　
　までにお申し込みください。
■定員／ 25 名（先着順）
■申し込み・問い合わせ先／
　市健康増進課  健康増進係
　tel：21-1212　

　
　ごみの資源化率を高め、ご
み焼却量を減量し、最終処分
場の延命化につなげるため、
４月１日から資源ごみ（新聞・
雑誌・ダンボール類）の月１
回の収集を月２回とします。
　収集日は、広報けせんぬま
３月 15 日号と一緒に配布した
チラシまたは、ホームページ
でご確認ください。
　今後も、ごみの分別にご協
力ください。
《ごみの出し方についてのお願い》
　集積所に出してはいけない
車のバッテリーやパソコンな
どの廃棄物を、隠して出す悪
質な事例が発生しています。　
　このようなことを防止する
とともに、ごみ集積所の清潔
保持や収集作業中のケガ防止、
ごみの飛散防止のため、次の
ことを守ってごみを出してく
ださい。 
▷ごみ袋の中を確認できるよ
　う、新聞紙やチラシ、米袋
　などで隠さないでください。
▷ごみ袋の口は、必ず結んで
　ください。（ひもやガムテー
　プなどは、使用しないでく
　ださい。）
▷缶やペットボトルなどのリ
　サイクルできるものは、つ
　ぶさないで出してください。
■問い合わせ先／
　市廃棄物対策課  
    tel：23-1017

■応募・問い合わせ先／
　市立病院　事務部総務課
　〒988-0052　気仙沼市田中 
　184 番地
　tel：22-7100　内線 203

■対象／本市に在住、または
　勤務している 18 歳以上の方
　で介護予防に興味のある方
■開催日／ 4/26、5/17、6/21、 
　7/12、 8/9（すべて火曜日）
■時間／午前 10 時 30 分から
　11 時 20 分まで
■場所／気仙沼中央公民館（魚
　市場前 1-1）
■定員／各回 20 人（応募多数
　の場合は抽選となります）
■申込方法／各回 1 週間前の
　月曜日までに所定の申込用
　紙（問い合わせ先窓口にあ
　ります）または、ホームペー
　ジ内の申込フォームにてお
　申し込みください。
■受付開始日／４月４日（月）
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼健康コミュニティグループ
　 tel：25-8132　
　HP:「気仙沼健康コミュニティグループ」で検索
※「気仙沼健康コミュニティグ
　ループ」は市民の健康的な
　生活環境を提供するため、　
　さまざまな復興事業を行う
　企業の共同体です。

■日時／ 4 月 13 日（水）午前
　10時から午後１時30分まで
■場所／唐桑保健福祉センター
　「燦さん館」　
■内容／調理実習、歯科医師
　による講話、歯科衛生士に
　よる歯の磨き方の実技
■持ち物／エプロン、三角巾
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気仙沼地域の資源ごみ収集を
月２回に拡大します（4月1日から）

募集募集

   平成 28 年度医学生等奨学金の
   貸付対象者を募集します
（大学生・大学院生・臨床研修医）

ご案内・お知らせご案内・お知らせ

  「口腔支援事業（健口栄養セミナー）」の
   受講生を募集します（無料）

  けん こう

  「介護予防いきいき運動教室」   の
  受講生を募集します（無料）
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