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 information information

　気仙沼高等技術専門校     平成 28 年度
　在職者訓練受講生を募集します

募集募集

　宮城県志津川自然の家主催事業
　参加者を募集します

■科名／日商簿記３級
　　　　  受験準備講座
■内容／出題分野の説明・過
　　　去問題の練習

■対象／在職中または求職中の方
■定員／ 10 人
■訓練期間／ 10月 23 日（日）、
30 日（日）の 2日間

■申込期間／９月１日（木）から
　２０日（火）まで
■費用／授業料無料
　（テキスト代などは自己負担）
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
 　tel：22-7068

■事業名／第２回ヨット＆マ
リンスポーツ

　「国民年金後納制度」は、過
去５年以内に国民年金保険料
の納め忘れがある方が、平成
30 年９月 30 日までに限り、
申し込みにより保険料を納付
することができる制度です。
　利用できる方は、過去５年
以内に納め忘れの期間や未加
入期間があり、老齢基礎年金
を受給していない方です。
　過去３年以前の保険料を納
付する場合には、加算金がつ
きますが、将来の受給する年
金額を増やすことや納付期間
の不足により年金の受給がで
きなかった方が、年金受給資
格を得られる場合があります。
納付や相談をご希望の方は、
年金事務所へお問い合わせく
ださい。
■問い合わせ先／
　日本年金機構石巻年金事務所
tel:0225-22-5115

　この期間に国土交通省など
では、船員の災害防止と乗組
員の疾病予防を目的に各種行
事を実施しています。
　市内では気仙沼地区船員労
働安全衛生協議会が入港船舶
を訪問し、災害や疾病の防止
に関する指導を行うなど、船
員の皆さんの安全衛生対策の
推進を図ります。
■月間スローガン／
「持ち越さず　その都度改善　危険個所」
■申し込み先／
　気仙沼地区船員労働安全衛生
協議会

　（事務局：気仙沼海事事務所）
　tel：23-6906　

■期日／ 9月24日（土）から
　25日（日）までの 1泊２日
■場所／志津川自然の家・志津川湾
■対象・定員／20歳以上・24 人
■内容／ヨットやシーカヤックな
どマリンスポーツを体験します。

■参加費／ 2,300 円（食事代、
保険代など含む）

■申込締切／９月６日（火）
■申込方法／期日までに往復は
がき、またはメールで住所、
氏名、性別、年齢、生年月日、
電話番号を明記し、お申し込
みください。メールでお申し
込みの場合、受付完了メール
を２日以内に返信しますが、
届かない場合は電話で問い合
わせ願います。

※詳しくは、下記にお問い合わせ
いただくか、ホームページを
ご覧ください（「志津川自然の
家」で検索）。

■申し込み・問い合わせ先／
　県志津川自然の家　〒986-0781
 　南三陸町戸倉字坂本 88-1　
　 tel：46-9044
　 E メール：szm@pref.miyagi.jp

　県では、広告物の倒壊など
による危険防止や通行人の安
全確保のため、屋外広告物条
例を定め、必要な規制を行っ
ています。
　また、パトロール、パンフ
レットの配布など屋外広告物
の安全性向上にも取り組んで
います。安全で美しいまちづ
くりのため、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
■問い合わせ先／
　県気仙沼土木事務所 行政班
tel:24-2539

　
　宮城県母子福祉連合会では、ひ
とり親家庭の方を対象に以下の図
書を各３名にプレゼントします。
■対象図書／
　①「子どもはみんな問題児」
　　／中川李枝子著
　②「みんな輝ける子に」
　　／明橋大二著

どに関する相談会
■講師／南三陸病院　皮膚・排泄
ケア認定看護師　山下しのぶ氏

■参加費／無料　※予約不要
■問い合わせ先／
　（公社）日本オストミー協会　　 
宮城県支部　tel：080-5567-3348

■日時／９月９日（金）
　午後１時から４時まで
■場所／市ワン・テン庁舎２階和室
■対象／市内にお住まいの聴
覚障害者の方とその家族、
関係者の方
■内容／
　・講話「どうする？私の老後」
　・交流サロン、「聞こえ」に関     
　   する暮らしの個別相談コーナー
　※手話通訳・要約筆記などご希
望のコミュニケーション手段
で対応します。

■参加費／無料　※予約不要
■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
　・市社会福祉課
　 tel：22-6600　内線 439

　母子父子家庭が抱える生活上
の課題を解決するための無料弁
護士相談を実施しています。
■日時／
　①９月14日（水）
　②12月21日（水）
　③平成29年３月15日（水）
　※午後１時から２時まで
■場所／
 　気仙沼保健福祉事務所
■相談料／無料　※要予約
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼保健福祉事務所 
母子障害班　tel：21-1356

　③「ホセ・ムヒカ　世界で一番
貧しい大統領」

　　／アンドレス・ダンサ、　　
　　エルネスト・トゥルボヴィッツ著

■申込方法／はがき、または
ファクスで、郵便番号、住所、
氏名、電話番号、希望図書
の番号を明記し、お申し込
みください。（応募は 1 人 1
冊に限ります）
■応募締切日／
　10 月 31 日（月）必着
■申し込み・問い合わせ先／
　（公財）宮城県母子福祉連合会事務局
　 〒983-0832　
　 仙台市宮城野区安養寺 3-7-3　 
　 tel：022-295-0013
　 fax：022-256-6512

■日時／９月10日（土）
　午後１時から４時まで
■場所／南三陸病院
■対象／オストメイト（人工
肛門・人工膀胱保有者）と
その家族、関係者の方
■内容／術後ケア、装具、社会
生活、福祉制度、災害対策な「陶芸講座」の受講生を募集します「陶芸講座」の受講生を募集します

暮らしの情報暮らしの情報

　勤労青少年ホームでは陶芸教室の受講生を募集します。世界
にひとつだけのオリジナル陶器を作ってみませんか。この機会
にぜひご参加ください。

■日時・内容／ 

■場所／気仙沼中央公民館　会議室３・４
■対象／市内に在住または勤務している 35 歳までの社会人の方
■定員／ 20 人
■参加費／ 2,500 円（ 粘土代と焼き上げ料を含む）※参加費は当日徴収します。
■申し込み方法／気仙沼中央公民館（22-6760）に電話でお申込
　　　　　　　　みください。※土日を除く　午前 8時 30 分から午後５時まで
■申し込み期限／９月５日（月）
■留意事項／持参するものについては、申込みの際にご確認ください。
■問い合わせ先／気仙沼中央公民館   tel：22-6760

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
ご存じですか？国民年金後納制度

勤労青少年ホーム プレミアム・セレクト講座勤労青少年ホーム プレミアム・セレクト講座

　９月は第 60回船員労働安全
　衛生月間です

午後 6時 30 分から

８時 30 分まで

内容
 9 月７日（水）
 9 月 21 日（水）
10 月５日（水）

①粘土から成形作業
②釉薬で色づけ
③作品の引き渡しと品評会

日時

全3回
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■科名／日商簿記３級
　　　　  受験準備講座
■内容／出題分野の説明・過
　　　去問題の練習

■対象／在職中または求職中の方
■定員／ 10 人
■訓練期間／ 10月 23 日（日）、
30 日（日）の 2日間

■申込期間／９月１日（木）から
　２０日（火）まで
■費用／授業料無料
　（テキスト代などは自己負担）
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
 　tel：22-7068

■事業名／第２回ヨット＆マ
リンスポーツ

　「国民年金後納制度」は、過
去５年以内に国民年金保険料
の納め忘れがある方が、平成
30 年９月 30 日までに限り、
申し込みにより保険料を納付
することができる制度です。
　利用できる方は、過去５年
以内に納め忘れの期間や未加
入期間があり、老齢基礎年金
を受給していない方です。
　過去３年以前の保険料を納
付する場合には、加算金がつ
きますが、将来の受給する年
金額を増やすことや納付期間
の不足により年金の受給がで
きなかった方が、年金受給資
格を得られる場合があります。
納付や相談をご希望の方は、
年金事務所へお問い合わせく
ださい。
■問い合わせ先／
　日本年金機構石巻年金事務所
tel:0225-22-5115

　この期間に国土交通省など
では、船員の災害防止と乗組
員の疾病予防を目的に各種行
事を実施しています。
　市内では気仙沼地区船員労
働安全衛生協議会が入港船舶
を訪問し、災害や疾病の防止
に関する指導を行うなど、船
員の皆さんの安全衛生対策の
推進を図ります。
■月間スローガン／
「持ち越さず　その都度改善　危険個所」
■申し込み先／
　気仙沼地区船員労働安全衛生
協議会

　（事務局：気仙沼海事事務所）
　tel：23-6906　

■期日／ 9月24日（土）から
　25日（日）までの 1泊２日
■場所／志津川自然の家・志津川湾
■対象・定員／20歳以上・24 人
■内容／ヨットやシーカヤックな
どマリンスポーツを体験します。

■参加費／ 2,300 円（食事代、
保険代など含む）

■申込締切／９月６日（火）
■申込方法／期日までに往復は
がき、またはメールで住所、
氏名、性別、年齢、生年月日、
電話番号を明記し、お申し込
みください。メールでお申し
込みの場合、受付完了メール
を２日以内に返信しますが、
届かない場合は電話で問い合
わせ願います。

※詳しくは、下記にお問い合わせ
いただくか、ホームページを
ご覧ください（「志津川自然の
家」で検索）。

■申し込み・問い合わせ先／
　県志津川自然の家　〒986-0781
 　南三陸町戸倉字坂本 88-1　
　 tel：46-9044
　 E メール：szm@pref.miyagi.jp

　県では、広告物の倒壊など
による危険防止や通行人の安
全確保のため、屋外広告物条
例を定め、必要な規制を行っ
ています。
　また、パトロール、パンフ
レットの配布など屋外広告物
の安全性向上にも取り組んで
います。安全で美しいまちづ
くりのため、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
■問い合わせ先／
　県気仙沼土木事務所 行政班
tel:24-2539

　
　宮城県母子福祉連合会では、ひ
とり親家庭の方を対象に以下の図
書を各３名にプレゼントします。
■対象図書／
　①「子どもはみんな問題児」
　　／中川李枝子著
　②「みんな輝ける子に」
　　／明橋大二著

どに関する相談会
■講師／南三陸病院　皮膚・排泄
ケア認定看護師　山下しのぶ氏

■参加費／無料　※予約不要
■問い合わせ先／
　（公社）日本オストミー協会　　 
宮城県支部　tel：080-5567-3348

■日時／９月９日（金）
　午後１時から４時まで
■場所／市ワン・テン庁舎２階和室
■対象／市内にお住まいの聴
覚障害者の方とその家族、
関係者の方
■内容／
　・講話「どうする？私の老後」
　・交流サロン、「聞こえ」に関     
　   する暮らしの個別相談コーナー
　※手話通訳・要約筆記などご希
望のコミュニケーション手段
で対応します。

■参加費／無料　※予約不要
■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
　・市社会福祉課
　 tel：22-6600　内線 439

　母子父子家庭が抱える生活上
の課題を解決するための無料弁
護士相談を実施しています。
■日時／
　①９月14日（水）
　②12月21日（水）
　③平成29年３月15日（水）
　※午後１時から２時まで
■場所／
 　気仙沼保健福祉事務所
■相談料／無料　※要予約
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼保健福祉事務所 
母子障害班　tel：21-1356

　③「ホセ・ムヒカ　世界で一番
貧しい大統領」

　　／アンドレス・ダンサ、　　
　　エルネスト・トゥルボヴィッツ著

■申込方法／はがき、または
ファクスで、郵便番号、住所、
氏名、電話番号、希望図書
の番号を明記し、お申し込
みください。（応募は 1 人 1
冊に限ります）
■応募締切日／
　10 月 31 日（月）必着
■申し込み・問い合わせ先／
　（公財）宮城県母子福祉連合会事務局
　 〒983-0832　
　 仙台市宮城野区安養寺 3-7-3　 
　 tel：022-295-0013
　 fax：022-256-6512

■日時／９月10日（土）
　午後１時から４時まで
■場所／南三陸病院
■対象／オストメイト（人工
肛門・人工膀胱保有者）と
その家族、関係者の方
■内容／術後ケア、装具、社会
生活、福祉制度、災害対策な

 information information
暮らしの情報暮らしの情報

聴覚障害者のための交流サロン・
個別相談会を開催します（無料）

宮城海区漁業調整委員会の選挙人名簿を作成します宮城海区漁業調整委員会の選挙人名簿を作成します宮城海区漁業調整委員会の選挙人名簿を作成します宮城海区漁業調整委員会の選挙人名簿を作成します

９月1日から10日は
屋外広告物適正化旬間です

ひとり親家庭の方を対象に
本をプレゼントします

オストメイト相談会を
開催します（無料）

　市選挙管理委員会では、今後１年間使用する宮城海区漁業調整
委員会委員の選挙人名簿を作成します。該当する方には、事前に
郵送または漁協を通じて申請書を配布していますが、新たに申請

する方や申請書が届かない場合は、お問い合わせください。

■申請期間／９月１日（木）から５日（月）まで
■申請できる方／①漁業を営む方（法人を含む）　②漁業者のために
 　水産物の採捕、養殖などに従事する方　 ③被災したため、現時点では従
　事していないが今後従事する意思がある方
　※漁業法人の役員や水産加工経営者、それらの従業員の方は該当しません。
■対象条件／上記①から③までの方で、次の項目すべてに該当する方
　・９月１日現在で市内に住所または事業場を有する方
　・１年に 90 日以上漁船を使用する漁業を営むか従事している方
　　（漁具の手入れなどの準備作業に従事する日数も含む）
　・平成 10 年 12 月 6日以前に生まれた方
■申請方法／申請書に必要事項を記入し、返信用封筒で郵送する
　か市選挙管理委員会事務局、唐桑・本吉総合支所（総務企画課）、
　階上・大島出張所に提出してください。
■問い合わせ先／市選挙管理委員会事務局　tel：22-6600　内線 352

平成 28年度母子父子家庭等
特別相談を実施します
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　気仙沼高等技術専門校     平成 28 年度
　在職者訓練受講生を募集します

募集募集

　宮城県志津川自然の家主催事業
　参加者を募集します

■科名／日商簿記３級
　　　　  受験準備講座
■内容／出題分野の説明・過
　　　去問題の練習

■対象／在職中または求職中の方
■定員／ 10 人
■訓練期間／ 10月 23 日（日）、
30 日（日）の 2日間

■申込期間／９月１日（木）から
　２０日（火）まで
■費用／授業料無料
　（テキスト代などは自己負担）
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼高等技術専門校
 　tel：22-7068

■事業名／第２回ヨット＆マ
リンスポーツ

　「国民年金後納制度」は、過
去５年以内に国民年金保険料
の納め忘れがある方が、平成
30 年９月 30 日までに限り、
申し込みにより保険料を納付
することができる制度です。
　利用できる方は、過去５年
以内に納め忘れの期間や未加
入期間があり、老齢基礎年金
を受給していない方です。
　過去３年以前の保険料を納
付する場合には、加算金がつ
きますが、将来の受給する年
金額を増やすことや納付期間
の不足により年金の受給がで
きなかった方が、年金受給資
格を得られる場合があります。
納付や相談をご希望の方は、
年金事務所へお問い合わせく
ださい。
■問い合わせ先／
　日本年金機構石巻年金事務所
tel:0225-22-5115

　この期間に国土交通省など
では、船員の災害防止と乗組
員の疾病予防を目的に各種行
事を実施しています。
　市内では気仙沼地区船員労
働安全衛生協議会が入港船舶
を訪問し、災害や疾病の防止
に関する指導を行うなど、船
員の皆さんの安全衛生対策の
推進を図ります。
■月間スローガン／
「持ち越さず　その都度改善　危険個所」
■申し込み先／
　気仙沼地区船員労働安全衛生
協議会

　（事務局：気仙沼海事事務所）
　tel：23-6906　

■期日／ 9月24日（土）から
　25日（日）までの 1泊２日
■場所／志津川自然の家・志津川湾
■対象・定員／20歳以上・24 人
■内容／ヨットやシーカヤックな
どマリンスポーツを体験します。

■参加費／ 2,300 円（食事代、
保険代など含む）

■申込締切／９月６日（火）
■申込方法／期日までに往復は
がき、またはメールで住所、
氏名、性別、年齢、生年月日、
電話番号を明記し、お申し込
みください。メールでお申し
込みの場合、受付完了メール
を２日以内に返信しますが、
届かない場合は電話で問い合
わせ願います。

※詳しくは、下記にお問い合わせ
いただくか、ホームページを
ご覧ください（「志津川自然の
家」で検索）。

■申し込み・問い合わせ先／
　県志津川自然の家　〒986-0781
 　南三陸町戸倉字坂本 88-1　
　 tel：46-9044
　 E メール：szm@pref.miyagi.jp

　県では、広告物の倒壊など
による危険防止や通行人の安
全確保のため、屋外広告物条
例を定め、必要な規制を行っ
ています。
　また、パトロール、パンフ
レットの配布など屋外広告物
の安全性向上にも取り組んで
います。安全で美しいまちづ
くりのため、皆さんのご理解
とご協力をお願いします。
■問い合わせ先／
　県気仙沼土木事務所 行政班
tel:24-2539

　
　宮城県母子福祉連合会では、ひ
とり親家庭の方を対象に以下の図
書を各３名にプレゼントします。
■対象図書／
　①「子どもはみんな問題児」
　　／中川李枝子著
　②「みんな輝ける子に」
　　／明橋大二著

どに関する相談会
■講師／南三陸病院　皮膚・排泄
ケア認定看護師　山下しのぶ氏

■参加費／無料　※予約不要
■問い合わせ先／
　（公社）日本オストミー協会　　 
宮城県支部　tel：080-5567-3348

■日時／９月９日（金）
　午後１時から４時まで
■場所／市ワン・テン庁舎２階和室
■対象／市内にお住まいの聴
覚障害者の方とその家族、
関係者の方
■内容／
　・講話「どうする？私の老後」
　・交流サロン、「聞こえ」に関     
　   する暮らしの個別相談コーナー
　※手話通訳・要約筆記などご希
望のコミュニケーション手段
で対応します。

■参加費／無料　※予約不要
■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
　・市社会福祉課
　 tel：22-6600　内線 439

　母子父子家庭が抱える生活上
の課題を解決するための無料弁
護士相談を実施しています。
■日時／
　①９月14日（水）
　②12月21日（水）
　③平成29年３月15日（水）
　※午後１時から２時まで
■場所／
 　気仙沼保健福祉事務所
■相談料／無料　※要予約
■申し込み・問い合わせ先／
　気仙沼保健福祉事務所 
母子障害班　tel：21-1356

　③「ホセ・ムヒカ　世界で一番
貧しい大統領」

　　／アンドレス・ダンサ、　　
　　エルネスト・トゥルボヴィッツ著

■申込方法／はがき、または
ファクスで、郵便番号、住所、
氏名、電話番号、希望図書
の番号を明記し、お申し込
みください。（応募は 1 人 1
冊に限ります）
■応募締切日／
　10 月 31 日（月）必着
■申し込み・問い合わせ先／
　（公財）宮城県母子福祉連合会事務局
　 〒983-0832　
　 仙台市宮城野区安養寺 3-7-3　 
　 tel：022-295-0013
　 fax：022-256-6512

■日時／９月10日（土）
　午後１時から４時まで
■場所／南三陸病院
■対象／オストメイト（人工
肛門・人工膀胱保有者）と
その家族、関係者の方
■内容／術後ケア、装具、社会
生活、福祉制度、災害対策な「陶芸講座」の受講生を募集します「陶芸講座」の受講生を募集します

暮らしの情報暮らしの情報

　勤労青少年ホームでは陶芸教室の受講生を募集します。世界
にひとつだけのオリジナル陶器を作ってみませんか。この機会
にぜひご参加ください。

■日時・内容／ 

■場所／気仙沼中央公民館　会議室３・４
■対象／市内に在住または勤務している 35 歳までの社会人の方
■定員／ 20 人
■参加費／ 2,500 円（ 粘土代と焼き上げ料を含む）※参加費は当日徴収します。
■申し込み方法／気仙沼中央公民館（22-6760）に電話でお申込
　　　　　　　　みください。※土日を除く　午前 8時 30 分から午後５時まで
■申し込み期限／９月５日（月）
■留意事項／持参するものについては、申込みの際にご確認ください。
■問い合わせ先／気仙沼中央公民館   tel：22-6760

ご案内・お知らせご案内・お知らせ
ご存じですか？国民年金後納制度

勤労青少年ホーム プレミアム・セレクト講座勤労青少年ホーム プレミアム・セレクト講座

　９月は第 60回船員労働安全
　衛生月間です

午後 6時 30 分から

８時 30 分まで

内容
 9 月７日（水）
 9 月 21 日（水）
10 月５日（水）

①粘土から成形作業
②釉薬で色づけ
③作品の引き渡しと品評会

日時

全3回


