
 information information
　暮らしの情報

　皆さんが作った自慢の花壇
をぜひご応募ください。
■応募区分／一般の部、学校
の部、個人の部
■応募方法／市都市計画課備
え付け、または市ホームペー
ジに掲載している応募用紙
に必要事項を記入のうえ、
花壇の写真３枚程度を添え
て応募してください。
■応募期限／８月８日（月）
※審査は８月下旬予定
■応募・問い合わせ先／
　市都市計画課 緑化推進係
　tel：22-6600　内線 388

　放送大学はテレビやイン
ターネットなどを通して、幅
広い分野を学べる通信制大学
です。気仙沼視聴学習室（気
仙沼図書館内）では、ＤＶＤな
どの放送教材を館外貸出して
いますので、自宅でも学習で
きます。申込方法など、詳し
くはお問い合わせください。
■募集学生の種類／
【教養学部】

　　窓口で『狂犬病予防注射
済証』の交付を受け、注射
済証と交付手数料 (550 円 )
をご持参のうえ、市の窓口
で手続きし、「注射済票」の
交付を受けてください。

【飼い犬の登録もお忘れなく】
　飼い犬の登録も法律で義務
付けられています。お済でな
い場合は、登録料（3,000 円）
をご持参のうえ、市の窓口で
手続きし、鑑札の交付を受け
てください。
■手続き・問い合わせ先／
・市環境課 環境衛生係
　tel：22-3417
・市唐桑総合支所 市民生活課
　tel：32-4522
 ・市本吉総合支所 市民生活課
　tel：42-2974

　市内の障害者就労支援事業
所で生産された製品の販売会
を行います。手作りならでは
の温もりある品々をぜひお買
い求めください。
■日時／７月 21 日（木）午前 11
時 30分から午後１時まで
■場所／市ワン・テン庁舎２
階情報プラザ
■主な販売品／パン･お菓子･

・科目履修生（６か月在学）
・選科履修生（１年間在学）
・全科履修生（４年以上在学）
【大学院】
・修士科目生（６か月在学）
・修士選科生（１年間在学）
※学生の種類に応じて、入学
料や授業料が異なります。
■出願期間／８月31日（水）まで
■問い合わせ先／
・放送大学宮城学習センター
　tel：022-224-0651
・気仙沼視聴学習室（気仙沼
図書館内）
　tel：22-0964

　飼い犬への年 1 回の予防注
射は、法律で義務付けられて
います。お済でない場合は速
やかに動物病院で接種しま
しょう。注射後は、交付され
た注射済票を必ず飼い犬につ
けましょう。注射済票番号は
迷子札としても役に立ちます。
◆市内の動物病院で注射した
場合は･･･
　　窓口で「注射済票」が交
付されます。
◆市外の動物病院で注射した
場合は･･･

野菜･雑貨･ホヤぼーやグッ
ズなど
■問い合わせ先／
　市社会福祉課 障害福祉係
　tel：22-6600　内線 437

　人事院と海上保安庁では，
平成29年４月に海上保安学校・
大学校に入学する学生の採用
試験を実施します。
■受付期間など／
【海上保安学校学生】（船舶運
航システム・航空・情報シ
ステム・海洋科学課程）
◆受付期間：
・インターネット受付：
　７月 19 日（火）～ 28 日（木）
・郵便・持参受付：
　７月 19 日（火）～ 21 日（木）
◆一次試験日／９月 25 日（日）
【海上保安大学校学生】
◆受付期間：
・インターネット受付：
　８月25日（木）～９月５日（月）
・郵便・持参受付：
　８月 25 日（木）～ 29 日（月）
◆一次試験日／ 10 月 29 日
（土）・30 日（日）
※郵便・持参で申し込む場合
は宮城海上保安部（tel：
022-363-0114）に連絡して
ください。
※試験会場など、詳しくはお
問い合わせください。
●インターネット
　申 込 専 用 ア ド レ ス ／　
http://www.jinji-shiken.
　go.jp/juken.html
■問い合わせ先／
〔インターネット受付〕
　人事院人材局試験課
　tel：03-3581-5311内線 2333
〔その他〕
・第二管区海上保安本部

３回まで）
・講師謝金：7,400 円（１団体
２回まで）
■申し込み・問い合わせ先／
　市魚食健康都市推進協議会
（市水産課内）
　tel：22-6600　内線 513
【お米の場合】
■助成対象／料理教室かイベ
ントで使用したお米代
■助成額（上限及び回数）
・原材料費：5,000 円、１団体
1 回まで（イベントの場合は
上限 10,000 円で１団体 1 回
まで）
※詳しくはお問い合わせくだ
さい。
■申し込み・問い合わせ先／
　市米消費拡大推進協議会
　（農林課内）
　tel：22-3439

　総務部人事課
　tel：022-363-0111
・人事院東北事務局
　tel：022-221-2022

　市魚食健康都市推進協議会
と市米消費拡大推進協議会で
は、市内の団体が料理教室や
イベントを開催する際の原材
料費などを助成しています。
　希望される団体は事前にお
問い合わせください。
【水産物の場合】
■助成対象／料理教室などで
使用した水産物の原材料費、
講師謝金
■助成額（上限及び回数）
・原材料費：5,000 円（１団体

　放送大学「平成28年度第２学期生
　（10月入学）」を募集

　「花いっぱいコンクール」
　花壇作品を募集

募集募集

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
　愛犬への「予防注射」は
　お済ですか

　「手作りパン」「野菜」「雑貨」
　などを販売します

　水産物・お米を使った料理教室
　などの開催をご支援します

　海上保安学校・大学生
　採用試験のご案内
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　暮らしの情報

対象者 開催日時
魚町一・二・三丁目、入沢に
お住まいの方

８月１日（月）
　午後２時～

調査区域以外にお住まいで、旧気仙沼
地区（古町･九条など）にお住まいの方

８月１日（月）
　午後７時～

調査区域以外にお住まいで、旧気仙沼地区以外
（松岩地区・新月地区など）にお住まいの方

８月２日（火）
　午後２時～

本市以外にお住まいの方

陣山、太田一丁目にお住まいの方

太田二丁目にお住まいの方

８月２日（火）午後７時～

８月３日（水）午後２時～

８月３日（水）午後７時～

■調査対象区域／陣山、入沢、魚町一・
二・三丁目の一部、太田一・二丁目
の一部
■説明会日時など／右の表のとおり
■会場／市ワン・テン庁舎２階大ホール
■問い合わせ先／市農林課地籍調査係
　tel：22-6600　内線 545・546

地籍調査説明会にご参加を地籍調査説明会にご参加を

※指定日に出席できない場合は、都合
の良い日にお越しください。ご本人
が出席できない場合は，代理の方の
出席をお願いします。

　地域づくりについて考えるシリーズ企画。さまざまな分
野で活躍する地元リーダーから「地域への想い」をうかが
い意見交換します。
●日時／７月 19 日（火）午後７時から９時まで
●場所／Ｋ-port（港町 1-3）
●内容／講話（テーマ「リーダーの
　想いに迫る～常に笑顔を絶やさぬ
　理由～」）、意見交換
●参加料／ 500 円（飲み物代）
●定員／ 20 人（申込み不要で先着順）

　気仙沼の若者が、地域を活性化させる企画力を身につけ
る勉強会の聴講者を募集します。気軽にご参加ください。
●日時／７月 31 日（日）午後 1時 30 分から５時 30 分まで
●場所／松岩寺（松崎浦田 137）
●内容／講話（テーマ「マイプランを描く ～ビジョン･ミッ
ションを描こう～」）、ワークショップ
●定員／ 15 人（先着順）
●聴講料／無料
●申込方法／７月28日（木）までに電話でお申し込みください。
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ぬま大学ぬま大学 聴講者を募集（20～ 30 歳代向け）

ぬ ま 塾ぬ ま 塾 参加者を募集（20～ 30 歳代向け）

「ぬま塾」･「ぬま大学」に
“はまって”みませんか
■申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　tel：22-6600 内線335
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