
　農業委員会では、５月下旬
から９月まで、遊休農地など
の把握や違反転用の防止・早
期発見のため、市内農地の現
地調査を実施します。
　期間中は、調査のため農業
委員や調査員が農地内へ立ち
入り、お話を伺うことがあり
ますので、ご理解とご協力を
お願いします。遊休農地など
は不法投棄や病害虫の発生、
有害鳥獣の隠れ場所になるな
ど、近隣住民に大変迷惑がか
かります。農地をお持ちの方
は適正な管理をお願いします。
■問い合わせ先／
・市農業委員会事務局
　tel：22-6600　内線 381

　気仙沼高等技術専門校では、
同校を会場に、訓練体験が可
能な「オープンキャンパス」と、
ワード 2010 基礎知識習得のた
めの在職者訓練を開催します。
【オープンキャンパス】
●日時／６月 19 日（日）午前

10 時から午後３時まで
●内容／施設見学・訓練体験
（自動車整備科・オフィスビ
ジネス科・溶接科）
●対象／高校生と保護者など
（申込不要・一般の方も歓迎）
【ワード 2010 基礎訓練】
●開催日／７月３日（日）・10

日（日）
●内容／ワード 2010 各種機能

の学習・習得
●対象／在職中又は求職中の

方（定員 10 人）
●費用／無料（テキスト代な

どは自己負担）
●申込方法／６月６日（月）か

関係者など
■日時／６月 10 日（金）午後

１時から４時まで
■場所／市役所ワン・テン庁

舎和室（２階）
■内容／
●説明会「教えて！マイナン

バー制度」午後１時～（手話
通訳・要約筆記あり）
●交流サロン 午後２時30 分～
（個別相談コーナーあり）

※いずれも手話や筆談による
コミュニケーション手段に
応じます。
■参加費／無料（申込不要）
■問い合わせ先／
・宮城県聴覚障害者情報センター
　（みみサポみやぎ）
　tel：022-393-5501
　fax：022-393-5502
　E メール：
　info@mimisuppo-miyagi.org
・市社会福祉課 障害福祉係
　tel：22-6600　内線 439
　fax：22-1141

　宮城県司法書士会では、相
続登記や法律の相談に無料で
応じる相談会を開催していま
す。事前に電話で予約のうえ、

ら 23 日（木）までに、同校に
電話でお申し込みください。

※いずれも、詳しくはお問い
合わせください。
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
　tel：22-7068

　市民の皆様にごみ焼却場と
一般廃棄物最終処分場の運営
について理解を深めていただ
くため，ばい煙や排ガス中の
ダイオキシン類濃度，放流水
などの測定・検査結果を公表
します。平成 27 年度における
結果はいずれも基準値内とな
りました。詳しい結果は，市
のホームページからご覧いた
だけます。
■問い合わせ先／
　廃棄物対策課 廃棄物対策係
　tel：22-6600　内線 305

■対象／市内にお住まいで聴
覚障害がある方とその家族・

ご利用ください。
■日時／毎週水・土曜日（祝

日を除く）午後１時 30 分か
ら４時 30 分まで
■場所／気仙沼司法書士相談

センター（田谷 8-1）
■予約受付時間／平日月曜日

から金曜日までの午前９時
から午後５時まで
■予約・問い合わせ先／
　気仙沼市司法書士相談センター
　tel：29-6760

　ファミリー・サポート・セ
ンターは、市民同士が育児支
援事業を行う組織です。
　センターの協力会員と両方

（協力・利用）会員に登録され
る方を対象に、養成講座を開
催します。子育て支援に興味
のある方など、ぜひご参加く
ださい。
■日時・場所／
①６月７日（火）午前９時か

ら正午まで・市ワン・テン
庁舎女性プラザ（１階）

②６月 10 日（金）午前９時か
ら正午まで・本吉公民館青
年研修室（２階）
■申し込み・問い合わせ先／
　市ファミリー・サポート・
　センター（市子ども家庭課内）
　tel：22-6600　内線 445

　地域で「子育て中の親を応
援したい」とお考えの方など、
地域ボランティアを目指す方
の参加をお待ちしています。
　現在子育て真っ最中のお母
さんやお父さんの受講も歓迎

します。家庭教育や子育て、
しつけ、子供とのかかわり方
など、気軽に学びませんか。
■開催日・場所／
●６月16 日（木）・登米合同庁舎
●６月23 日（木）・本吉公民館
●６月30 日（木）・登米合同庁舎
●７月７日（木）・本吉公民館
■時間／いずれも午前 10 時か

ら 11 時 50 分まで（受付は
午前９時 40 分から）

※どの回からでも参加可能
■申込方法／６月８日（水）

までに電話でお申し込みく
ださい。
■申し込み・問い合わせ先／
　市教育委員会 生涯学習課
　tel：22-3442

■場所／舘山地区大川左岸付近
■募集区画数／５区画
■応募資格／舘山河川ふれあ

い農園愛護会に加入し、野
菜などを耕作しながら大川
河川敷の美化・環境保全活
動に参加できる方
■募集期限／６月30日（木）まで
※申込方法など、詳しくはお

問い合わせください。
■問い合わせ先／
・市土木課 道路行政係
　tel：22-6600　内線 572
・舘山河川ふれあい農園愛護会 
　会長 太田輝久
　tel：23-7056

　グランドピアノの弾き込みに
　協力いただける方を募集

募集募集
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　暮らしの情報

　市民会館では、ピアノを良
好な演奏状態に保ち、また世
界最高峰ブランドと評される
ピアノに触れ、その音色を味
わっていただくため、次のと
おり弾き込みに協力いただけ
る方を募集します。
■期間／６月１日（水）から

平成 29 年３月末までの、市
民会館大ホールが使用され

卒業生でピアノ演奏を履修
された方
●専門学校ピアノ演奏の学科

やコース在学中の方か卒業
生
■その他／
・実施日は登録者と調整した

うえで決定します。
・報酬などはありません。
■問い合わせ先／
　市民会館
　tel：22-6616

ない日（土曜日・休館日を
除く）
■時間／午前９時 30 分から午

後３時 30 分まで
■対象／次のいずれかに該当

する方（事前登録が必要）
●ピアノ教室の講師
●中学生以上のピアノ教室生

徒か元生徒で、講師の推薦
を受けた方（中学生は講師
の付き添いが必要）
●大学や短期大学（音楽・芸術・

教育系課程）在学中の方か

■申込期間／６月１日（水）から 12 日（日）まで　
■申込方法／専用の申込用紙に必要事項を記入の
　うえ、郵送でお申込みください（６月 12 日（日）までの消印有効）
■申込用紙・案内書配布場所／　●市建築住宅課 市営・仮設住宅係　●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

【面瀬住宅】

■入居資格／次の全てに該当する方／ (１) 市内に就業か定住を希望する方で現在住宅に困ってい
る方 (２ ) 市税の滞納がなく、暴力団員でない方 (３ ) 世帯の年間総所得が 826,200 円以上ある
方（総収入ではありません）

【三日町住宅・鹿折住宅】

■入居資格／次の全てに該当する方
●三日町住宅・鹿折住宅共通／ (１ ) 持家がなく現在住宅に困っている方 (２ ) 市税の滞納がなく

暴力団員でない方 (３) 所得が基準額以下の方
●三日町住宅のみ次のいずれかに該当／①65 歳以上の方を含む夫婦世帯　②65 歳以上の単身者

世帯（自立できる方）③入居者か同居者に 65 歳以上の方がいる世帯④障害手帳（１級・２級・
下肢障害３級）をお持ちで市が必要と認める方

※①のみに該当する方で昭和 31 年 4 月 1 日以降に生まれた方を含む世帯は、他に該当する方と
収入基準が異なりますのでご注意ください。

世帯条件など 所在地 建築年度 募集戸数 住宅タイプ その他
単身可（高齢者
世帯向け）

三日町住宅 三日町三丁目
１－１

平成
１７年度

２戸
（７階）

２Ｋ・
２ＤＫ

駐車場
なし

単身不可鹿折住宅 東中才
４４２－６

昭和
５０年度

２戸
（１階）

いずれも
３Ｋ

駐車場
なし

住宅名

世帯条件など住宅名 所在地 建築年度 募集戸数 住宅タイプ その他
単身可面瀬住宅 岩月宝ヶ沢

274－１
昭和
４６年度

２戸
（1･3階）

いずれも
２Ｋ

駐車場
なし

■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
　te l：0225-21-5657

市営住宅の入居者を募集します
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　暮らしの情報

　農業委員会では、５月下旬
から９月まで、遊休農地など
の把握や違反転用の防止・早
期発見のため、市内農地の現
地調査を実施します。
　期間中は、調査のため農業
委員や調査員が農地内へ立ち
入り、お話を伺うことがあり
ますので、ご理解とご協力を
お願いします。遊休農地など
は不法投棄や病害虫の発生、
有害鳥獣の隠れ場所になるな
ど、近隣住民に大変迷惑がか
かります。農地をお持ちの方
は適正な管理をお願いします。
■問い合わせ先／
・市農業委員会事務局
　tel：22-6600　内線 381

　気仙沼高等技術専門校では、
同校を会場に、訓練体験が可
能な「オープンキャンパス」と、
ワード 2010 基礎知識習得のた
めの在職者訓練を開催します。
【オープンキャンパス】
●日時／６月 19 日（日）午前

10 時から午後３時まで
●内容／施設見学・訓練体験
（自動車整備科・オフィスビ
ジネス科・溶接科）
●対象／高校生と保護者など
（申込不要・一般の方も歓迎）
【ワード 2010 基礎訓練】
●開催日／７月３日（日）・10

日（日）
●内容／ワード 2010 各種機能

の学習・習得
●対象／在職中又は求職中の

方（定員 10 人）
●費用／無料（テキスト代な

どは自己負担）
●申込方法／６月６日（月）か

関係者など
■日時／６月 10 日（金）午後

１時から４時まで
■場所／市役所ワン・テン庁

舎和室（２階）
■内容／
●説明会「教えて！マイナン

バー制度」午後１時～（手話
通訳・要約筆記あり）
●交流サロン 午後２時30 分～
（個別相談コーナーあり）

※いずれも手話や筆談による
コミュニケーション手段に
応じます。
■参加費／無料（申込不要）
■問い合わせ先／
・宮城県聴覚障害者情報センター
　（みみサポみやぎ）
　tel：022-393-5501
　fax：022-393-5502
　E メール：
　info@mimisuppo-miyagi.org
・市社会福祉課 障害福祉係
　tel：22-6600　内線 439
　fax：22-1141

　宮城県司法書士会では、相
続登記や法律の相談に無料で
応じる相談会を開催していま
す。事前に電話で予約のうえ、

ら 23 日（木）までに、同校に
電話でお申し込みください。

※いずれも、詳しくはお問い
合わせください。
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
　tel：22-7068

　市民の皆様にごみ焼却場と
一般廃棄物最終処分場の運営
について理解を深めていただ
くため，ばい煙や排ガス中の
ダイオキシン類濃度，放流水
などの測定・検査結果を公表
します。平成 27 年度における
結果はいずれも基準値内とな
りました。詳しい結果は，市
のホームページからご覧いた
だけます。
■問い合わせ先／
　廃棄物対策課 廃棄物対策係
　tel：22-6600　内線 305

■対象／市内にお住まいで聴
覚障害がある方とその家族・

ご利用ください。
■日時／毎週水・土曜日（祝

日を除く）午後１時 30 分か
ら４時 30 分まで
■場所／気仙沼司法書士相談

センター（田谷 8-1）
■予約受付時間／平日月曜日

から金曜日までの午前９時
から午後５時まで
■予約・問い合わせ先／
　気仙沼市司法書士相談センター
　tel：29-6760

　ファミリー・サポート・セ
ンターは、市民同士が育児支
援事業を行う組織です。
　センターの協力会員と両方

（協力・利用）会員に登録され
る方を対象に、養成講座を開
催します。子育て支援に興味
のある方など、ぜひご参加く
ださい。
■日時・場所／
①６月７日（火）午前９時か

ら正午まで・市ワン・テン
庁舎女性プラザ（１階）

②６月 10 日（金）午前９時か
ら正午まで・本吉公民館青
年研修室（２階）
■申し込み・問い合わせ先／
　市ファミリー・サポート・
　センター（市子ども家庭課内）
　tel：22-6600　内線 445

　地域で「子育て中の親を応
援したい」とお考えの方など、
地域ボランティアを目指す方
の参加をお待ちしています。
　現在子育て真っ最中のお母
さんやお父さんの受講も歓迎

します。家庭教育や子育て、
しつけ、子供とのかかわり方
など、気軽に学びませんか。
■開催日・場所／
●６月16 日（木）・登米合同庁舎
●６月23 日（木）・本吉公民館
●６月30 日（木）・登米合同庁舎
●７月７日（木）・本吉公民館
■時間／いずれも午前 10 時か

ら 11 時 50 分まで（受付は
午前９時 40 分から）

※どの回からでも参加可能
■申込方法／６月８日（水）

までに電話でお申し込みく
ださい。
■申し込み・問い合わせ先／
　市教育委員会 生涯学習課
　tel：22-3442

■場所／舘山地区大川左岸付近
■募集区画数／５区画
■応募資格／舘山河川ふれあ

い農園愛護会に加入し、野
菜などを耕作しながら大川
河川敷の美化・環境保全活
動に参加できる方
■募集期限／６月30日（木）まで
※申込方法など、詳しくはお

問い合わせください。
■問い合わせ先／
・市土木課 道路行政係
　tel：22-6600　内線 572
・舘山河川ふれあい農園愛護会 
　会長 太田輝久
　tel：23-7056

相談相談
　聴覚障害がある方の個別相談会・
　交流サロンを開催

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
　農地利用状況調査を実施

　市民会館では、ピアノを良
好な演奏状態に保ち、また世
界最高峰ブランドと評される
ピアノに触れ、その音色を味
わっていただくため、次のと
おり弾き込みに協力いただけ
る方を募集します。
■期間／６月１日（水）から

平成 29 年３月末までの、市
民会館大ホールが使用され

卒業生でピアノ演奏を履修
された方
●専門学校ピアノ演奏の学科

やコース在学中の方か卒業
生
■その他／
・実施日は登録者と調整した

うえで決定します。
・報酬などはありません。
■問い合わせ先／
　市民会館
　tel：22-6616

ない日（土曜日・休館日を
除く）
■時間／午前９時 30 分から午

後３時 30 分まで
■対象／次のいずれかに該当

する方（事前登録が必要）
●ピアノ教室の講師
●中学生以上のピアノ教室生

徒か元生徒で、講師の推薦
を受けた方（中学生は講師
の付き添いが必要）
●大学や短期大学（音楽・芸術・

教育系課程）在学中の方か

　気仙沼高等技術専門校からの
　お知らせ

　司法書士による相続登記・
　法律相談を実施

　「クリーン･ヒル･センター」・
　「一般廃棄物最終処分場」の
　各種測定・検査結果を公表します

　県が見直しを予定する「宮城県汚水処理施設整備構想」の部
分構想となる本市構想に関する説明会を開催いたします。
■期間日時・場所／次のとおり（都合のよい日時・会場を選ん

でご参加ください）。

「汚水処理施設整備構想」見直しに伴う説明会にご参加を

日時 会場

６月６日（月）午後７時～

６月７日（火）午後７時～

６月８日（水）午後７時～

６月９日（木）午後３時～

唐桑総合支所２階第２会議室

気仙沼市民会館２階中ホール

本吉公民館視聴覚室

大島公民館２階会議室

■ 問い合わせ先／市下水道課 下水道整備係　tel：24-2229

　自営業者や主婦などの国
民年金第１号被保険者や任
意加入被保険者は、定額の
保険料（本年度は16,260円）
に月額 400 円の付加保険料
を加えて納付することで、
将来受け取る年金額を増や
すことができます。加入月
の分から納付でき、老齢基
礎年金を受け取る際に 200
円に納付月数を乗じた額が
上乗せされます。

　例えば 30 歳から 60 歳ま
での 30 年間（360 月）付
加保険料を納付した場合、
満額受給額の 780,100 円に
72,000 円が加算され、平成
28 年度の老齢基礎年金を
65 歳から満額受給する際
は、852,100 円が給付され
ます。ご希望の方は、年金
手帳、印鑑をご持参し窓口
で申請してください。

　なお、国民年金基金加入
者や、サラリーマンの被扶
養者（第３号被保険者）、
保険料免除を受けている方
は付加保険料の納付ができ
ませんのでご注意くださ
い。

■申請・問合せ先／
・市民課 国民年金係
　tel：22-6600　内線 365
・唐桑総合支所市民生活課
　tel：32-3130　内線 242
・本吉総合支所市民生活課
　tel：42-2600　内線 325

付加給付年金制度の
ご案内

国民年金
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　農業委員会では、５月下旬
から９月まで、遊休農地など
の把握や違反転用の防止・早
期発見のため、市内農地の現
地調査を実施します。
　期間中は、調査のため農業
委員や調査員が農地内へ立ち
入り、お話を伺うことがあり
ますので、ご理解とご協力を
お願いします。遊休農地など
は不法投棄や病害虫の発生、
有害鳥獣の隠れ場所になるな
ど、近隣住民に大変迷惑がか
かります。農地をお持ちの方
は適正な管理をお願いします。
■問い合わせ先／
・市農業委員会事務局
　tel：22-6600　内線 381

　気仙沼高等技術専門校では、
同校を会場に、訓練体験が可
能な「オープンキャンパス」と、
ワード 2010 基礎知識習得のた
めの在職者訓練を開催します。
【オープンキャンパス】
●日時／６月 19 日（日）午前

10 時から午後３時まで
●内容／施設見学・訓練体験
（自動車整備科・オフィスビ
ジネス科・溶接科）
●対象／高校生と保護者など
（申込不要・一般の方も歓迎）
【ワード 2010 基礎訓練】
●開催日／７月３日（日）・10

日（日）
●内容／ワード 2010 各種機能

の学習・習得
●対象／在職中又は求職中の

方（定員 10 人）
●費用／無料（テキスト代な

どは自己負担）
●申込方法／６月６日（月）か

関係者など
■日時／６月 10 日（金）午後

１時から４時まで
■場所／市役所ワン・テン庁

舎和室（２階）
■内容／
●説明会「教えて！マイナン

バー制度」午後１時～（手話
通訳・要約筆記あり）
●交流サロン 午後２時30 分～
（個別相談コーナーあり）

※いずれも手話や筆談による
コミュニケーション手段に
応じます。
■参加費／無料（申込不要）
■問い合わせ先／
・宮城県聴覚障害者情報センター
　（みみサポみやぎ）
　tel：022-393-5501
　fax：022-393-5502
　E メール：
　info@mimisuppo-miyagi.org
・市社会福祉課 障害福祉係
　tel：22-6600　内線 439
　fax：22-1141

　宮城県司法書士会では、相
続登記や法律の相談に無料で
応じる相談会を開催していま
す。事前に電話で予約のうえ、

ら 23 日（木）までに、同校に
電話でお申し込みください。

※いずれも、詳しくはお問い
合わせください。
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
　tel：22-7068

　市民の皆様にごみ焼却場と
一般廃棄物最終処分場の運営
について理解を深めていただ
くため，ばい煙や排ガス中の
ダイオキシン類濃度，放流水
などの測定・検査結果を公表
します。平成 27 年度における
結果はいずれも基準値内とな
りました。詳しい結果は，市
のホームページからご覧いた
だけます。
■問い合わせ先／
　廃棄物対策課 廃棄物対策係
　tel：22-6600　内線 305

■対象／市内にお住まいで聴
覚障害がある方とその家族・

ご利用ください。
■日時／毎週水・土曜日（祝

日を除く）午後１時 30 分か
ら４時 30 分まで
■場所／気仙沼司法書士相談

センター（田谷 8-1）
■予約受付時間／平日月曜日

から金曜日までの午前９時
から午後５時まで
■予約・問い合わせ先／
　気仙沼市司法書士相談センター
　tel：29-6760

　ファミリー・サポート・セ
ンターは、市民同士が育児支
援事業を行う組織です。
　センターの協力会員と両方

（協力・利用）会員に登録され
る方を対象に、養成講座を開
催します。子育て支援に興味
のある方など、ぜひご参加く
ださい。
■日時・場所／
①６月７日（火）午前９時か

ら正午まで・市ワン・テン
庁舎女性プラザ（１階）

②６月 10 日（金）午前９時か
ら正午まで・本吉公民館青
年研修室（２階）
■申し込み・問い合わせ先／
　市ファミリー・サポート・
　センター（市子ども家庭課内）
　tel：22-6600　内線 445

　地域で「子育て中の親を応
援したい」とお考えの方など、
地域ボランティアを目指す方
の参加をお待ちしています。
　現在子育て真っ最中のお母
さんやお父さんの受講も歓迎

します。家庭教育や子育て、
しつけ、子供とのかかわり方
など、気軽に学びませんか。
■開催日・場所／
●６月16 日（木）・登米合同庁舎
●６月23 日（木）・本吉公民館
●６月30 日（木）・登米合同庁舎
●７月７日（木）・本吉公民館
■時間／いずれも午前 10 時か

ら 11 時 50 分まで（受付は
午前９時 40 分から）

※どの回からでも参加可能
■申込方法／６月８日（水）

までに電話でお申し込みく
ださい。
■申し込み・問い合わせ先／
　市教育委員会 生涯学習課
　tel：22-3442

■場所／舘山地区大川左岸付近
■募集区画数／５区画
■応募資格／舘山河川ふれあ

い農園愛護会に加入し、野
菜などを耕作しながら大川
河川敷の美化・環境保全活
動に参加できる方
■募集期限／６月30日（木）まで
※申込方法など、詳しくはお

問い合わせください。
■問い合わせ先／
・市土木課 道路行政係
　tel：22-6600　内線 572
・舘山河川ふれあい農園愛護会 
　会長 太田輝久
　tel：23-7056

　ファミリー・サポート・センター
　協力会員養成講座受講者を募集

募集募集

　舘山地区大川河川ふれあい農園の
　耕作者を募集

　子育てサポーター養成講座
　受講生を募集

 information information
　暮らしの情報

　市民会館では、ピアノを良
好な演奏状態に保ち、また世
界最高峰ブランドと評される
ピアノに触れ、その音色を味
わっていただくため、次のと
おり弾き込みに協力いただけ
る方を募集します。
■期間／６月１日（水）から

平成 29 年３月末までの、市
民会館大ホールが使用され

卒業生でピアノ演奏を履修
された方
●専門学校ピアノ演奏の学科

やコース在学中の方か卒業
生
■その他／
・実施日は登録者と調整した

うえで決定します。
・報酬などはありません。
■問い合わせ先／
　市民会館
　tel：22-6616

ない日（土曜日・休館日を
除く）
■時間／午前９時 30 分から午

後３時 30 分まで
■対象／次のいずれかに該当

する方（事前登録が必要）
●ピアノ教室の講師
●中学生以上のピアノ教室生

徒か元生徒で、講師の推薦
を受けた方（中学生は講師
の付き添いが必要）
●大学や短期大学（音楽・芸術・

教育系課程）在学中の方か

おお た てる ひさ
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 information information
　暮らしの情報

　農業委員会では、５月下旬
から９月まで、遊休農地など
の把握や違反転用の防止・早
期発見のため、市内農地の現
地調査を実施します。
　期間中は、調査のため農業
委員や調査員が農地内へ立ち
入り、お話を伺うことがあり
ますので、ご理解とご協力を
お願いします。遊休農地など
は不法投棄や病害虫の発生、
有害鳥獣の隠れ場所になるな
ど、近隣住民に大変迷惑がか
かります。農地をお持ちの方
は適正な管理をお願いします。
■問い合わせ先／
・市農業委員会事務局
　tel：22-6600　内線 381

　気仙沼高等技術専門校では、
同校を会場に、訓練体験が可
能な「オープンキャンパス」と、
ワード 2010 基礎知識習得のた
めの在職者訓練を開催します。
【オープンキャンパス】
●日時／６月 19 日（日）午前

10 時から午後３時まで
●内容／施設見学・訓練体験
（自動車整備科・オフィスビ
ジネス科・溶接科）
●対象／高校生と保護者など
（申込不要・一般の方も歓迎）
【ワード 2010 基礎訓練】
●開催日／７月３日（日）・10

日（日）
●内容／ワード 2010 各種機能

の学習・習得
●対象／在職中又は求職中の

方（定員 10 人）
●費用／無料（テキスト代な

どは自己負担）
●申込方法／６月６日（月）か

関係者など
■日時／６月 10 日（金）午後

１時から４時まで
■場所／市役所ワン・テン庁

舎和室（２階）
■内容／
●説明会「教えて！マイナン

バー制度」午後１時～（手話
通訳・要約筆記あり）
●交流サロン 午後２時30 分～
（個別相談コーナーあり）

※いずれも手話や筆談による
コミュニケーション手段に
応じます。
■参加費／無料（申込不要）
■問い合わせ先／
・宮城県聴覚障害者情報センター
　（みみサポみやぎ）
　tel：022-393-5501
　fax：022-393-5502
　E メール：
　info@mimisuppo-miyagi.org
・市社会福祉課 障害福祉係
　tel：22-6600　内線 439
　fax：22-1141

　宮城県司法書士会では、相
続登記や法律の相談に無料で
応じる相談会を開催していま
す。事前に電話で予約のうえ、

ら 23 日（木）までに、同校に
電話でお申し込みください。

※いずれも、詳しくはお問い
合わせください。
■問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
　tel：22-7068

　市民の皆様にごみ焼却場と
一般廃棄物最終処分場の運営
について理解を深めていただ
くため，ばい煙や排ガス中の
ダイオキシン類濃度，放流水
などの測定・検査結果を公表
します。平成 27 年度における
結果はいずれも基準値内とな
りました。詳しい結果は，市
のホームページからご覧いた
だけます。
■問い合わせ先／
　廃棄物対策課 廃棄物対策係
　tel：22-6600　内線 305

■対象／市内にお住まいで聴
覚障害がある方とその家族・

ご利用ください。
■日時／毎週水・土曜日（祝

日を除く）午後１時 30 分か
ら４時 30 分まで
■場所／気仙沼司法書士相談

センター（田谷 8-1）
■予約受付時間／平日月曜日

から金曜日までの午前９時
から午後５時まで
■予約・問い合わせ先／
　気仙沼市司法書士相談センター
　tel：29-6760

　ファミリー・サポート・セ
ンターは、市民同士が育児支
援事業を行う組織です。
　センターの協力会員と両方

（協力・利用）会員に登録され
る方を対象に、養成講座を開
催します。子育て支援に興味
のある方など、ぜひご参加く
ださい。
■日時・場所／
①６月７日（火）午前９時か

ら正午まで・市ワン・テン
庁舎女性プラザ（１階）

②６月 10 日（金）午前９時か
ら正午まで・本吉公民館青
年研修室（２階）
■申し込み・問い合わせ先／
　市ファミリー・サポート・
　センター（市子ども家庭課内）
　tel：22-6600　内線 445

　地域で「子育て中の親を応
援したい」とお考えの方など、
地域ボランティアを目指す方
の参加をお待ちしています。
　現在子育て真っ最中のお母
さんやお父さんの受講も歓迎

します。家庭教育や子育て、
しつけ、子供とのかかわり方
など、気軽に学びませんか。
■開催日・場所／
●６月16 日（木）・登米合同庁舎
●６月23 日（木）・本吉公民館
●６月30 日（木）・登米合同庁舎
●７月７日（木）・本吉公民館
■時間／いずれも午前 10 時か

ら 11 時 50 分まで（受付は
午前９時 40 分から）

※どの回からでも参加可能
■申込方法／６月８日（水）

までに電話でお申し込みく
ださい。
■申し込み・問い合わせ先／
　市教育委員会 生涯学習課
　tel：22-3442

■場所／舘山地区大川左岸付近
■募集区画数／５区画
■応募資格／舘山河川ふれあ

い農園愛護会に加入し、野
菜などを耕作しながら大川
河川敷の美化・環境保全活
動に参加できる方
■募集期限／６月30日（木）まで
※申込方法など、詳しくはお

問い合わせください。
■問い合わせ先／
・市土木課 道路行政係
　tel：22-6600　内線 572
・舘山河川ふれあい農園愛護会 
　会長 太田輝久
　tel：23-7056

相談相談
　聴覚障害がある方の個別相談会・
　交流サロンを開催

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
　農地利用状況調査を実施

　市民会館では、ピアノを良
好な演奏状態に保ち、また世
界最高峰ブランドと評される
ピアノに触れ、その音色を味
わっていただくため、次のと
おり弾き込みに協力いただけ
る方を募集します。
■期間／６月１日（水）から

平成 29 年３月末までの、市
民会館大ホールが使用され

卒業生でピアノ演奏を履修
された方
●専門学校ピアノ演奏の学科

やコース在学中の方か卒業
生
■その他／
・実施日は登録者と調整した

うえで決定します。
・報酬などはありません。
■問い合わせ先／
　市民会館
　tel：22-6616

ない日（土曜日・休館日を
除く）
■時間／午前９時 30 分から午

後３時 30 分まで
■対象／次のいずれかに該当

する方（事前登録が必要）
●ピアノ教室の講師
●中学生以上のピアノ教室生

徒か元生徒で、講師の推薦
を受けた方（中学生は講師
の付き添いが必要）
●大学や短期大学（音楽・芸術・

教育系課程）在学中の方か

　気仙沼高等技術専門校からの
　お知らせ

　司法書士による相続登記・
　法律相談を実施

　「クリーン･ヒル･センター」・
　「一般廃棄物最終処分場」の
　各種測定・検査結果を公表します

　県が見直しを予定する「宮城県汚水処理施設整備構想」の部
分構想となる本市構想に関する説明会を開催いたします。
■期間日時・場所／次のとおり（都合のよい日時・会場を選ん

でご参加ください）。

「汚水処理施設整備構想」見直しに伴う説明会にご参加を

日時 会場

６月６日（月）午後７時～

６月７日（火）午後７時～

６月８日（水）午後７時～

６月９日（木）午後３時～

唐桑総合支所２階第２会議室

気仙沼市民会館２階中ホール

本吉公民館視聴覚室

大島公民館２階会議室

■ 問い合わせ先／市下水道課 下水道整備係　tel：24-2229


