
 information information
　暮らしの情報

■受付日時／７月１日（金）の、
午前９時 30 分から 10 時 30
分まで
■場所／鮪立児童館
■対象／就学前のお子さんと
ご家族
■内容／身体測定と個別相談
■問い合わせ先／
　市保健福祉センター「燦さ
ん館」
　tel：32-4811

　東北財務局では、借金返済
に関する相談に応じています。
専門相談員が対応し、解決に
向けたアドバイスを行い、必
要に応じて弁護士などの専門

■７月５日（火）開催／
・時間／午後１時 30 分から３
時 30 分まで
・場所／気仙沼中央公民館条
南分館
・内容／アロマハンドマッ
サージ体験
・申込期限／６月 28 日（火）
まで
■７月 12日（火）開催／
・時間／午後１時 30 分から３
時 30 分まで
・場所／市民健康管理セン
ター「すこやか」
・内容／音楽のリズムにあわ
せた体操
・申込期限／７月５日（火）
まで
■申込方法／事前に電話で申
し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　みやぎ心のケアセンター
　tel：23-7337

　大切な人を亡くした方のた
めの集い「わかちあいの会」
を開催します。日常生活で語
れなかったことを、ご遺族同
士わかちあっていただく場所
です。ご自分が大切な人を亡
くし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。事前申し込
みは不要です。
■日時／６月 26 日（日）午後
１時 30 分から４時まで
■場所／市民健康管理セン
ター「すこやか」
■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 健康増進係
　tel：21-1212

家にお繋ぎします。まずは電
話で気軽にご相談ください。
■受付時間／月曜日から金曜
日までの午前９時から正午
までと、午後１時から５時
まで（祝日・年末年始を除く）
■場所／仙台合同庁舎Ｂ棟 東
北財務局多重債務相談窓口
（仙台市青葉区本町三丁目
3-1）
■問い合わせ先／
　東北財務局金融監督第三課
　tel：022-266-5703

　民間賃貸借上住宅（みなし
仮設）などにお住まいの方を
対象とした交流イベントを開
催しています。応急仮設住宅
やその他の住宅にお住まいの
方でも参加いただけます。

　東北財務局では、振り込め
詐欺などの手口や手法を分か
りやすく説明する講座や、お
金の大切さを小中高生に学ん
でいただく講座などの「出前
講座」を実施しています。費
用は無料で少人数でも伺いま
す。希望される方は事前にご
相談ください。
■実施日／月曜日から金曜日
まで（祝日・年末年始を除く）
■内容／お金のトラブルにあ
わないために（高齢者・一
般向け）、お買いものゲーム
（小学生向け）など
※実施場所は、申し込み団体
でご用意ください。
■申し込み・問い合わせ先／
　東北財務局金融監督第三課
　tel：022-263-1111
　　　内線 3061・3199

　仙台国税局では、税務のス
ペシャリストとして活躍する
税務職員を募集しています。
■受験資格／
（１）高校卒業後３年を経過し
ていない方か、平成 29 年３
月末に卒業見込みの方

（２）人事院が (1) と同等の資
格があると認める方（詳し
くはお問い合せください）
■受付期間／６月 20 日（月）
から 29 日（水）まで
■申込方法／人事院 web サイ
ト の 申 込 専 用 ア ド レ ス
（http://www.jinji-shiken.go.
　jp/juken.html）から申し込
みください。インターネッ
トを利用できない方は、電

３年生まで（定員３０人）
※応募者多数の際は抽選
■内容／海洋活動（いかだ作
り、シーカヤックなど）、野
外活動（無人島探検など）、
創作活動（マイスプーン作
りなど）　ほか
■参加費／ 19,500 円（食費・
実習費・保険料・寝具レン
タル料など）
■申込方法／住所・氏名・学
校名・学年・性別・生年月日・
保護者名・電話番号を明記
し、往復ハガキかＥメール
で申し込みください。
■応募期限／７月１５日（金）
必着
■事前説明会（参加要件）／
　参加児童生徒と保護者を対
象に、７月 24 日（日）に事
前説明会を実施します。時
間・内容などは、後日参加
決定通知と併せてお知らせ
します。
■応募・問い合わせ先／
　宮城県志津川自然の家
　〒986-0781　本吉郡南三陸
町戸倉字坂本 88－1
　tel：46-9044
　Ｅメール：szm@pref.miyagi.jp

話でお問い合わせください。
■１次試験／９月４日（日）
※試験会場は、申込者に送付
する受験票に明記しお知ら
せします（仙台市内を予定）。
■問い合わせ先／
・仙台国税局人事第二課試験
研修係
　tel：022-263-1111 内線 3236
・人事院東北事務局
　tel：022-221-2022

　小・中学校の夏休み期間中
に、６泊７日の長期宿泊自然
体験事業を開催します。南三
陸志津川湾とその周辺の豊か
な自然を活用した自然体験活
動や宿泊体験活動を通して、
心豊かな実践力のある青少年
を育みます。
■実施期間／８月５日（金）か
ら 11 日（木・祝）までの、６
泊７日間
■場所／志津川自然の家・志津
川湾・神割崎キャンプ場ほか
■対象／小学５年生から中学

　志津川自然の家「サマー・
　チャレンジ in 南三陸」
　参加者を募集

　国家公務員「税務職員」を
　募集

募集募集

相談相談
　「唐桑地区子育て相談」を
　開催
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ご案内・お知らせご案内・お知らせ

　交流会「心カフェ」の
　ご案内
　交流会「心カフェ」の
　ご案内

　「わかちあいの会」開催の
　ご案内

　「お金に関する出前講座」を
　活用ください

　「多重債務相談窓口」を
　ご利用ください

　汚泥炭化施設で生産した炭化肥料を市民の皆様に無料でお譲
りします。炭化肥料は保水性に優れているので、土壌改良材と
しても使用できます。
■日時／毎月第 3火曜日（午後１時から４時まで）
■場所／気仙沼終末処理場
（川口町二丁目 110-1）
■数量／ 18kg 袋で１人５袋
程度（希望多数の場合は制
限する場合あり）※在庫が
なくなりしだい終了しま
す。
■問い合わせ先／
　市下水道課 終末処理場
　tel：23-1010

炭化肥料を無料でお譲りしています

大川大川

川口町川口町

終末処理場終末処理場

商港商港

全国一斉「子どもの人権110番」
　　　　　　　　　　強化週間を実施します
　仙台法務局と宮城県人権
擁護委員連合会では、６月
27 日（月）から７月３日
（日）までの７日間を、全国
一斉「子どもの人権110番」
強化週間と定め、時間を延
長して相談電話を開設しま
す。学校でのいじめや体罰、
家庭内の児童虐待など、
子どもをめぐる様々な人権問題に人権擁護委員が電話で相談
に応じます。事前予約は不要です。相談は無料で、秘密は固
く守られます。
■開設時間／
　・６月 27日（月）～７月１日（金）午前８時 30分～午後７時
　・７月　２日（土）・３日（日）　　　午前 10時～午後５時
■相談電話番号／０１２０-００７-１１０（フリーダイヤル）
■問い合わせ先／
　仙台法務局人権擁護部　tel：022-225-5743
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