
ごみ分別講習会・ごみ処理施設見学会
を開催しませんか

◎ごみ分別講習会
　自治会や各種団体などを対象に、担当職員
がごみの分別について、自治会館などに出向
き説明を行います。
・実施日時：月から金曜日までの午前９時から
　　　　　   午後９時まで（祝日を除く）
・所要時間：１時間程度
◎ごみ処理施設（焼却場、粗大ごみ処理場）見学会
・見学時間：火から金曜  
   日までの午前９時から 
   正午まで（祝日を除く）
・所要時間：90 分程度
■問い合わせ先／
　市循環型社会推進課
　☎ 22-9680

４月１日から大曲コミュニティー
センターの利用料金が変わります

　当施設はクリーン・ヒル・センターの余熱を
利用した入浴施設と休憩所となっています。多
くの方のご利用をお待ちしています。

■問い合わせ先／
　環境課 環境衛生係 ☎ 22-3417
    大曲コミュニティセンター ☎ 24-3885

300円
200円
300円
200円
200円

単位単位区分区分

浴室
65歳未満１人につき
65歳以上１人につき
65歳未満１人につき
65歳以上１人につき
団体（20人以上）１人につき

改定後改定後現行の料金現行の料金
250円
150円
250円
150円
150円

交流室

　生産した汚泥炭化肥料を無料
で配付しています。炭化肥料は、
無臭・多孔質で保水性や通気性
があり、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）
■数量／１人５袋程度 １袋 18ｋｇ入り
■問い合わせ先／市下水道課終末処理場
　                  　　   ☎ 23-1010

炭化肥料を無料配付します
～次回の配付日は３/17（火）です～

勤労青少年ホーム「サン・パル」
利用登録者を募集します

　働く皆さんが余暇を楽しく過ごすための各
種講座の開催や、趣味のサークル活動の支援
を行っています。「サン・パル」の利用登録
をしていただくことで、当施設の利用や募集
講座の受講ができます。詳しくはお問い合わ
せください。
■利用資格／市内に在住または勤務している
50 歳以下の勤労者
※５人以上で趣味のサークルを作って活動し
たい場合はサークル登録が必要になります
ので、ご相談ください。
■募集講座／フィットネス講座、料理講座、
ハンドメイド雑貨講座 など
※開催日や内容など、詳しくは市
公式サイトなどでお知らせしま
すので、ご確認ください。
■申し込み・問い合わせ先／
　勤労青少年ホーム（市商工課内）
　☎ 22-3436

気仙沼市パークゴルフ場の管理・運営に関す
るサウンディング型市場調査を実施します

　気仙沼市パークゴルフ場（旧気仙沼向洋高校
グラウンド跡地）の指定管理者の公募に向け
て、その管理・運営に関するサウンディング
型市場調査※を実施します。参加を希望され
る法人はお申し込みください。必要な手続き
などの詳細については、市公式サイトをご覧
ください。
※事業の検討にあたって、民間事業者から意見、提案
　を求め、「対話」を通じて市場性などを把握する調査

■申し込み期限／３月 23日（月）
■調査（対話）日時／３月 26日（木）、27日（金）
　のうち希望する時間
■場所／市東日本大震災遺構・伝承館研修室
■問い合わせ先／
　市震災復興・企画課 ☎ 22-6600 内線 312

【日程変更のお知らせ】
　広報けせんぬま３月１日号でお知らせした
「『世界とつながる豊かなローカル』気仙沼まち
づくりワークショップ」の日程が変更になりま
したのでお知らせします。
■変更前／第５回　８月 23 日（日曜日）
■変更後／第５回　８月 30日（日曜日）

◆４月１日から、ほとんどのお店※１が
    原則屋内禁煙※２です
※１ 飲食店は、３月31日時点で営業をしている
　など一定の条件を満たした場合、店内全部
　または一部を喫煙しながら飲食可とするこ
　とができます（保健所に届け出が必要です）

※２ 喫煙専用室、加熱式たばこ専
　用室は設置できます
◆屋内での喫煙は、標識の
ある場所でのみ可能です。
◆20 歳未満の方は、屋内・
屋外に関わらずすべての
喫煙エリアは立入禁止となります。
■問い合わせ先／
　県気仙沼保健所 ☎ 0226-22-6614
　県健康推進課 ☎ 022-211-2623
※詳細はホームページを
　ご覧ください。

健康増進法の一部を改正する法律
が 4月 1日から全面施行されます
健康増進法の一部を改正する法律
が 4月 1日から全面施行されます

歓送迎会でも！
    大人の食育『３０・１０運動』

　     「３０・１０運動」とは、乾杯後30分間とお開き前10分間は、自分の
席で食事を楽しみ、食品ロスの削減につなげる運動です。おいしい
料理を楽しみながら、仲間とともに食品ロス削減に努めましょう。

さんまる　            いちまる

めざせ！
受動喫煙ゼロ
めざせ！
受動喫煙ゼロ

移動かまど ガスバーナーセット 防災用倉庫

ＬＥＤ 投光器

　市では自治総合センターが行う
コミュニティ助成事業（宝くじ社
会貢献広報事業）を受け、市内自主
防災組織に備品を整備しました。
　災害の発生に備えるとともに防災訓練などに
活用します。
《備品内容》
●長磯原自主防災組織：移動かまど、ガスバー
　ナーセット、レジャーかまど、アルミ鍋
●新城東地区自主防災組織：防災用倉庫、家庭用
　防災無線、トランシーバー
●古谷舘地区自主防災組織：ＬＥＤ投光器、発電機

■問い合わせ先／市危機管理課 防災情報係
　 　　　　　　   ☎ 22-6600 内線 262

宝くじ助成を受け

 防災資機材を整備しました

アルミ鍋 発電機

▶幹事や司会の方は「３０・１０
運動」の声掛けをする。

▶最初は少なめに注文し、料理が足
りないときに追加注文をする。

食品ロス削減のコツ

標識例

お　 でい
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