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　国道 45 号の沿道を花で彩り、市民や観光
客の心にゆとりと潤いを与える「花のみち
45」の植栽活動などに参加いただける市民
ボランティアと花壇管理にご協力いただける
企業・団体を募集します。
■対象者／ 花苗の育成や管理に興味のある

市民、花壇管理に参加を希望する企業およ
び団体

■活動内容／
①花苗の植栽や除草など
②花の育て方や管理方法などの研修
③先進地視察研修

■期間 ／６月上旬から 11 月下旬まで４回程
度（１回約１時間）

■申込方法／４月１日（水）までに電話、ファ
クス、Ｅメールのいずれかで住所、氏名、
電話番号をお伝えください。

　なお、花壇管理の担当区画・管理面積など
については、相談のうえ決定します。

■申し込み・問い合わせ先／
　市都市計画課 緑化推進係
　☎22-6600 内線 388・fax 23-7756
　✉ toshikei@kesennuma.miyagi.jp

市民ボランティアと花壇管理団体を募集します市民ボランティアと花壇管理団体を募集します

①時間、②場所、③対象、④内容など、⑤申し込み・問い合わせ先

「花のみち 45」「花のみち 45」

３月 12 日（木）

防災はまらいんや講座
第２回第２回第２回

～防災カフェトーク～

① 13：30 ～ 15：30　②気仙沼中央公民館 会議室３・４　
③市内にお住まいの女性の方。定員 30 人（要申込）　
④活動紹介「女性消防団の活動とは」高橋 えり 氏（市消防団本部分団班長）、 
防災カフェトーク。参加費無料。　
⑤ ３月２日（月）から電話で申し込み。気仙沼中央公民館 ☎ 22-6760

３月 13 日（金）
ファミリー・サポート・
センター ステップアップ
講習会

① 13：00 ～ 15：00　②気仙沼児童センター みんなのひろば　③ファミリー・
サポート・センター協力会員、利用会員、子育てに関心のある方など　
④講話「子育てに寄り添う相談支援について」
講師：小川 ゆみ 氏（仙台市子育てふれあいプラザのびすく泉中央館長）　
参加費無料。⑤３月７日（土）までに電話で申し込み。市ファミリー・サポ
ート・センター（児童センター内）☎ 23-4648

３月 15 日（日）
里親制度説明会

① 13：30 ～ 16：00　②児童養護施設 旭が丘学園　③どなたでも
④里親制度のお話・里親体験談・個別相談会。参加費無料。　
⑤申込不要。みやぎ里親支援センターけやき ☎ 022-718-1031

３月 16 日（月）
気仙沼市 WEB 系
在宅ワーク支援事業

「新しい働き方セミナー」

① 18：00 ～ 19：30　②気仙沼中央公民館 会議室１　③「業務負荷が高く
「」いなきでが発開業事規新 スキルシェアやクラウドソーシングに興味がある」

などの悩みをお持ちの企業の方　④働き方改革先進企業の事例、
企業の生産性向上・売上 UP につながる方法など。⑤専用サイトか
ら申し込み（右のＱＲコード）。市商工課 ☎ 22-6600 内線 521

３月 18 日（水）
言語障害がある方に対
応する医療・介護専門
職へ向けた研修会

① 13：30 ～ 14：30　②「すこやか」多目的ホール　③市内で介護施設な
どに勤務する医療・介護職の方　④講演「言語障害とその対応について」
～言語障害がある方に対応する医療・介護専門職に向けて～　講師：村上 
弥子 氏（気仙沼市立病院 言語聴覚士）　参加費無料。　⑤ 3 月 13 日（金）
までに電話で申し込み。市健康増進課 ☎ 21-1212

３月 18 日（水）
ここっ茶

症知認・族家ごのそと方の症知認③　）町錦（」ぎらすや「②　00：51～03：31①
に関心のある方など　④介護のこと、もの忘れのことなど色々なことを気兼
ねなく話せる場です。参加者との交流・情報交換ができます。参加費無料。
⑤認知症疾患医療センター（三峰病院） ☎ 22-6685、市地域包括支援センタ
ー ☎ 22-6600 内線 418・419

４月６日（月）
～ 6 月 1 日（月）

船舶職員養成講習会

①お問い合わせください　②市水産振興センター（魚市場前）　③受験資格の
ある船員（雇用・離職を問わず）　④船舶職員に必要な海技士免状取得のため
の実力養成講習。科目・定員／４・５級海技士（航海 20 人、機関 20 人）。
受講料／無料（航海科：55,000 円、機関科：43,000 円の教本代などは自己負担）
⑤申込締切：３月 23 日（月）※定員に達し次第締切。( 公財 ) 日本船員雇用
促進センター 雇用促進部 ☎ 03-3523-5991、市水産振興協会 ☎ 23-6270
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　  ３月の各種相談 ■相談は無料です。            ■秘密は守られます。
■昼休み時間を除きます。■市民相談室 ☎ 22-3411

日　時 会　場　／　問い合わせ先
市政・一般 月～金曜日 9:00 ～ 16:30 市民相談室　☎ 22-3411

登記  ９日（月）10:00 ～ 12:00 市民相談室　☎ 22-3411

弁護士相談
（相続・金銭・トラブル)

10 日（火）11:00 ～ 15:30
※要予約

市民相談室　
予約受付：２日（月）から市民相談室☎ 22-3411 へ

行政書士相談
（暮らしの困りごと ) 16 日（月）10:00 ～ 12:00 市民相談室　☎ 22-3411

無料法律相談

週 月・水曜日、毎月第１・３土曜日
（受付 11:00～15:00）

仙台弁護士会 気仙沼法律相談センター（田中前１丁目６- １）
☎ 22-8222 ※左記の曜日以外☎ 022-223-2383

毎週 木曜日
（受付 平日 9:00～ 17:00）

日本司法支援センター 法テラス南三陸（南三陸町志津
川字沼田56）　☎ 050-3383-0210

水･土曜日（祝日、年末年始除く）
13:30 ～ 16:30（予約優先） 気仙沼司法書士相談センター　☎ 29-6760 

女性の悩み面接相談  11 日 ( 水 )・23 日 ( 月 )
10:00 ～ 16:00 ※要予約

市地域づくり推進課 男女共同参画推進室
☎ 22-6600 内線 334

夫やパートナーから
の暴力（DV） 月～金曜日 9:00 ～ 17:00 市地域づくり推進課 男女共同参画推進室　

DV相談専用電話:24-5988

行政相談（行政への
苦情、意見・要望）
人権相談（差別、い
じめ、嫌がらせ）

23 日（月）10:00 ～ 12:00 市ワン・テン庁舎交流室A／ 市民相談室☎22-3411

12 日（木）  10:00 ～ 12:00 唐桑総合支所体育館事務室／ 唐桑・総務企画課☎32-4520

９日（月） ・23 日（月）
   　　　　      9:30 ～ 11:30

 「いこい」／本吉・総務企画課 ☎42-2973  
※ 23 日は行政相談のみ                    

ふれあい相談
（福祉・生活）

月・火・水・金曜日
9:00 ～ 15:00 気仙沼市社会福祉協議会　☎ 22-0709

生活相談 月曜日 9:30 ～ 11:30 気仙沼市社会福祉協議会本吉支所　☎ 42-2231

生活困窮・自立相談
月～金曜日 8:30 ～ 17:00 ひありんく気仙沼（本郷10-13遠間ビル2階） ☎ 22-5580

第２・３月曜日 9:30 ～ 11:30 社会福祉協議会本吉支所／ ひありんく気仙沼 ☎ 22-5580

消費生活
（契約・多重債務など）月～金曜日   9:00 ～ 16:00 市消費生活センター☎ 22-3437 ※左記の曜日以外は

消費者ホットライン☎ 188( いやや！ ) へ

個人債務者の私的整
理に関する相談 月～金曜日   9:00 ～ 17:00 個人版私的整理ガイドライン運営委員会

コールセンター（東京本部）☎ 0120-380-883

高齢者福祉・介護、
生活 月～金曜日   8:30 ～ 17:00 市地域包括支援センター（市ワン・テン庁舎２階）☎ 22-6600 内線 418

市高齢介護課☎ 22-6600 内線 406

年金 月～金曜日   8:30 ～ 17:15 ＮＴＴ気仙沼ビル１階／石巻年金事務所 ☎0225-22-5118

看護師・保育士相談
（妊娠・出産・子育て）月～金曜日   8:30 ～ 17:15 市子育て世代包括支援センター「すこやか」

☎ 29-6446

家庭児童相談 月～金曜日   9:00 ～ 16:00 市子ども家庭課☎ 22-6600 内線 435

青少年に関する相談 月～金曜日 10:00 ～ 16:00 青少年育成支援センター ☎24-0766・fax25-7812
seiiku@kesennuma.miyagi.jp

交通事故弁護士相談 18 日（水）14:00 ～ 16:00
※要予約

県気仙沼合同庁舎１階 県民サービスセンター
☎ 24-3186

断酒会 16 日（月）14:00 ～ 15:30 「いこい」／宮城県断酒会事務局 　☎ 022-214-1870

アルコール相談・教室 17日（火）家族教室13:00~14:30
※要予約  専門相談14:30~16:00

県気仙沼保健所／※教室・相談ともに要予約
予約は１週間前までに 市健康増進課（☎21-1212）へ

思春期・ひきこもり相談 12日（木）11:00 ～ 17:00
※要予約 

県気仙沼保健所／
予約は１週間前までに市健康増進課（☎21-1212）へ
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