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表記の見方 　　申し込み先申 　　Eメール　　問い合わせ先問

ハローワーク石巻立町臨時庁舎
業務終了のお知らせ

　東日本大震災直後から臨時相談窓口として設置した立町
臨時庁舎は、業務量が一定程度落ち着いたことから、業務を
終了します。
業務終了年月日　2月27日（金）
　なお、業務終了後は、ハローワーク石巻（泉町四丁目1-18）
をご利用願います。

問申申 　ハローワーク石巻　☎95-0158　
　 問　市商工課（内線3523）

シルバー人材センター入会説明会
　市内に居住する、60歳以上で健康で働く意欲のある方な
らどなたでも会員になることができます。
とき　2月25日（水）　午前9時

【入会時に必要なもの】
　年会費（3,000円）、印かん、健康保険証、七十七銀行の通帳
※詳しくは電話でお問い合わせください。

問申申 　市シルバー人材センター
　　　　（旧石巻消防署南中里出張所）　☎94-3683
　 問　市商工課（内線3523）

ウォーキングイベント
3.11東日本大震災、忘れないウォーキング

と　　き　3月11日（水）　午前8時45分～午後0時30分
集合場所　市観光物産情報センター「ロマン海遊21」
コ ー ス　駅前→内海橋→湊→日和大橋→門脇小→日和山
　　　　　→スポーツショップマツムラ（約8ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
　　　　　※ノルディックウォークも参加できます。
料　　金　500円（保険料）

問申申 　NPO法人石巻スポーツ振興サポートセンター
　　　　☎090-8787-3873
　 問　市体育振興課　☎22-9111

ファミリーニュースポーツ 笑顔な1日!親子の日!
と　　き　2月21日（土）　　(受付開始　午前10時)
　　　　　午前の部　午前10時20分　午後の部　正午
と こ ろ　市総合体育館
対象・定員　午前の部　未就学児～小学3年の親子　40組
　　　　　　午後の部　小学1年～小学6年　　　　 40人
内　　容　午前の部　ティーボール体験会
　　　　　午後の部　サッカーボール遊び・キンボール　
　　　　　（予定）
料　　金　500円（保険料）

問申申 　NPO法人石巻スポーツ振興サポートセンター　
　　　　☎090-8787-3873
　　 問　市体育振興課　☎22-9111

石巻地域若者サポートステーション
からのお知らせ（要電話予約）

就労・自立を支援します!
受付時間　午前10時～午後6時（土日・祝日を除く）
対　　象　15歳～39歳以下の求職者およびその家族

問申申 　石巻地域若者サポートステーション
　　　　☎90-3671
　 問　市商工課（内線3523）

パソコンセミナー （要予約）
PC入門・ワード入門・エクセル入門のうち、希望するコース
※マンツーマン形式
と　　き　随時開催　午前10時～正午または午後1時～3時
と こ ろ　メディアシップ2階　ワークキャビン
対　　象　これからパソコンを始めたい方およびワードや
　　　　　エクセルを基礎から学びたい方
定　　員　1日4人〔先着〕　参加費　500円
申込方法　随時電話で申し込みください。

問申申 　情報プラザ「メディアシップ」午前9時～午後5時
　　　　（月曜休館、祝日の場合は翌日休館） ☎61-1200

みやぎジョブカフェ就職支援
セミナー&就職相談会（要予約）

と　き　5日（木）、12日（木）、26日（木）
　　　　就職支援セミナー　午前10時～11時50分
　　　　　　　　　　　　　（各日　定員10人）
　　　　就職相談　午後1時、午後2時、午後3時
　　　　　　　　　（各時間　定員2人）
ところ　石巻合同庁舎1階104会議室
　　　　（東中里一丁目4-32）
対　象　39歳以下の求職者
　　　　（フリーター・パート・アルバイト含む）

問申申 　みやぎジョブカフェ　☎022-217-3562
　　 問　市商工課（内線3523）

「平成27年度基地モニター」を募集します
内　　容　①基地広報行事（観藤会、基地見学等）への参加
　　　　　②基地モニター会議への出席およびアンケート
　　　　　　調査への協力
　　　　　③自衛隊や松島基地の施策に関する意見や要望
　　　　　　等の提言
対　　象　20歳代～60歳代までの市内在住の方
　　　　　（ただし、議会議員、常勤の国家公務員、地方公務
　　　　　員の方を除く）
募集人数　10人
期　　間　1年（4月～平成28年3月）
応募方法　はがきに氏名(ふりがな)、住所、生年月日、職業、
　　　　　電話番号を記入し、郵送してください。
応募期限　2月20日（金）必着

問申申 　航空自衛隊　松島基地司令部監理部　広報班
　　　　〒981-0503　東松島市矢本字板取85
　　　　☎82-2111（内線211・273）
　　 問　市環境課（内線3369）

平成26年度第4回普通救命講習Ⅰ（一般公募）開催
と　　き　2月22日（日）　午前9時～正午
と こ ろ　石巻広域消防本部2階大会議室（大橋一丁目1-1）
対　　象　中学生以上
定　　員　30人〔先着〕
申込期間　2月9日（月）～19日（木）
申込方法
・最寄りの消防署、分署、出張所または石巻広域消防ホーム
　ページから申込用紙を取得して申し込みください。
・再講習の方は、受講申込時および講習日に修了証を持参
　してください。
問　石巻消防署　☎95-7112
　　 河北消防署　☎62-3119
　　 矢本消防署　☎82-2147
　　 女川消防署　☎54-2119
　　 石巻広域消防本部警防課　☎95-7433
　　 URL http://isyoubou.jp/

石巻市男女共創セミナー
「薄明りの人物・パパ」の子育て参加（要予約）
と　　き　2月15日（日）　午前10時30分～正午
と こ ろ　向陽地区コミュニティセンター　大広間
対　　象　男女問わずどなたでも参加できます。
内　　容　最近話題の「イクメン」を通して、パパが子育て
　　　　　に参加する必要性について楽しくお話ししてい
　　　　　ただきます。
講　　師　東松島市中央幼稚園園長　津田 眞一　
定　　員　100人〔先着〕
申込期限　2月12日（木）
申込方法　電話・FAX・Eメール等で申し込みください。
託　　児　要相談

問申申 　地域協働課（内線4233）　FAX22-4995
　　　　 　iscviact@city.ishinomaki.lg.jp

〝環境について一緒に学んでみませんか″
「環境保全リーダー育成講座」受講生募集！
と　　き　4月9日(木)～9月8日(火)　午後6時30分～8時
と こ ろ　市役所、石巻専修大学ほか
内容
・自然とのふれあい（野鳥観察）
・水環境に関する講義
・廃棄物処理施設等の見学
・グループ研究等　全12講座
　このうち9講座以上出席された方には、修了証が交付さ
れ、石巻市環境保全リーダーとして環境保全活動の推進を
図っていただきます。
応募資格　市内在住または市内の学校および事業所等に通っ
　　　　　 ている18歳以上の方
定　　員　30人以内〔先着〕（対象人数により育成講座の実
　　　　　施が困難になった場合は中止することもあります）
申込方法　はがきに、受講希望の旨、郵便番号、住所、氏名
　　　　　（ふりがな）、年齢、性別、職業（学校名）、電話番
　　　　　号を記入し、郵送してください。（FAX・Eメール
　　　　　も可）
申込期間　2月23日（月）～3月19日（木）

問申申 　環境課（内線3368）〒986-8501（住所不要）
　　　　FAX　22-6120
　　　　 　isenv@city.ishinomaki.lg.jp

自衛官採用試験のご案内
職　　種 資　　格 受付期間

予備自衛官補
（一般）

18歳以上
34歳未満の方

3月24日（火）
まで

予備自衛官補
（技能） 18歳以上34歳未満の方 3月24日（火）

まで
医科・歯科幹部
自衛官

医師免許または歯科医師
免許を有する方

2月1日（日）～
　4月24日（金）

自衛隊幹部
候補生

（一般）

大卒程度試験　22歳以
上26歳 未 満 の 方（20歳
以上22歳未満の方は大
卒（見込含）、修士課程修
了者等（見込含）は28歳
未満）
院卒者試験　修士課程修
了者等（見込含）で、20歳
以上28歳未満の方

3月1日（日）～
　5月1日（金）

自衛隊幹部
候補生

（歯科・薬剤科）

歯  科　専門の大卒（見
込 含）20歳 以 上30歳 未
満の方
薬剤科　専門の大卒（見
込 含）20歳 以 上28歳 未
満の方

3月1日（日）～
　5月1日（金）

問　自衛隊宮城地方協力本部石巻地域事務所
　 　☎・FAX  83-6789

東日本大震災復興支援事業
南こうせつ　コンサートツアー2015

―うちのお父さん―
と　　き　4月5日（日）　午後4時開演（午後3時30分開場）
と こ ろ　河北総合センター「ビッグバン」アリーナ
入 場 料　全席自由　2,000円（復興支援事業特別料金）
販売開始日時　2月6日(金)　午前9時
販売場所　河北総合センター「ビッグバン」/遊楽館/ヤマト
　　　　　屋書店TSUTAYAあけぼの店/ヤマト屋書店
　　　　　TSUTAYA中里店
問　（公財）石巻市芸術文化振興財団　☎62-1120
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　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）
　  　　   　16日（月）　午前10時～午後3時　市役所２階相談室A・B
  　相続・建設業等の許認可相談・法人設立ほか
　 申 問・ 　県行政書士会石巻支部　☎22-8471
●行政相談 3日（火） 午前10時～正午 桃生総合支所　 
 4日（水） 午前10時～午後3時 雄勝総合支所仮庁舎 
 10日（火） 午前10時～午後3時 北上保健医療センター
 18日（水） 午後1時～3時 蛇田公民館和室
 20日（金） 午前10時～午後3時 河北総合支所

　子　ど　も　
●県東部児童相談所（石巻合同庁舎） 18歳未満の子どもに関する相談
　午前8時30分～午後5時15分（土日・祝日を除く） ☎95-1121
●子育てに関する相談（子育て支援センター）
　午前9時～午後4時（土日・祝日を除く） ☎94-2366
●休日子育てに関する相談　（石巻市子どもセンター「らいつ」）
　午前10時～午後3時（祝日を除く土日のみ）　☎23-1080

　介　　　護　
●各地域包括支援センター　※（　）内は担当地区

中央（石巻・中央） ☎21-5171 河北（河北） ☎61-1252
稲井（稲井・住吉） ☎93-8166 雄勝（雄勝） ☎61-3732
蛇田（蛇田） ☎92-7355 河南（河南） ☎86-5501
山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010 ものう（桃生） ☎76-5581
渡波（渡波・荻浜） ☎25-3771 北上（北上） ☎61-7023
湊（湊） ☎90-3146 牡鹿（牡鹿） ☎44-1652

　交 通 事 故　
●県交通事故相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分～午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●交通事故に伴う自動車保険請求相談（そんぽADRセンター東北）
　午前9時15分～午後5時（土日・祝日を除く）　☎0570-022808

　暮　ら　し　
●市民相談センター（市役所2階）

◦市民生活相談　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
　市民相談（内線2532）　家庭児童相談（内線2534） 
◦少年相談（内線2533） 午前9時～午後5時（月･火・水･木曜日）
◦消費生活相談　☎23-5040 午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
●虐待防止センター（市役所2階）
◦児童虐待相談（内線2539） 午前8時30分～午後5時（土日・祝日を除く）
◦高齢者虐待相談（内線2538） 午前8時30分～午後5時（土日・祝日を除く）
◦DV相談　☎23-6614 午前8時30分～午後5時（土日・祝日を除く）
●法律（弁護士）相談
◦仙台弁護士会石巻法律相談センター （石巻駅前ビル4階 穀町12-18）
　午前10時～午後4時（土日・祝日を除く）
　震災時被災3県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です。
　 申 問・ 　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　（受付　午前10時～午後5時〔先着〕土日・祝日を除く）
※当日の相談予約・キャンセルは直接石巻法律相談センターへ
　午前9時30分～午後3時　☎23-5451
●県政に関する相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前8時30分～午後4時45分（土日・祝日を除く）　☎95-1411（内線241）
●県消費生活相談（石巻合同庁舎3階県民サービスセンター）
　午前9時～午後4時（土日・祝日を除く）　☎93-5700
●震災に関する裁判所の手続き案内（仙台家庭・簡易裁判所）
　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）　☎022-745-6090
●無料人権相談
 3日（火） 午前10時～午後3時 桃生総合支所
 4日（水） 午前10時～午後3時 雄勝総合支所仮庁舎
 6日（金） 午前10時～午後3時 市役所2階相談室A・B
 12日（木） 午前10時～午後3時 牡鹿総合支所
　 問  仙台法務局石巻支局　☎22-6188
●農家相談（河北総合支所3階会議室）　16日（月）　受付開始 午後1時30分
　詳細については、事前にお問い合わせください。
※農地法許可申請受付期間　2日（月）～6日（金）
　 問 農業委員会事務局 ☎62-4826
●年金に関する相談（石巻年金事務所）
・毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後7時まで延長します。
・休日年金相談  14日（土）　午前9時30分～午後4時　☎22-5115

と　　き　18日（水）　午前10時～正午・午後1時～3時
と こ ろ　石巻ルネッサンス館1階　アドバイザールーム（開成1-35）
定　　員　2社（午前・午後各1社）
申込期限　17日（火）　午前10時
申込方法　所定の申込用紙に必要事項を記入し、FAXで申し込みくだ
　　　　　さい。
申・問　石巻産業創造㈱　☎92-1313  FAX93-9397
　  問　市産業推進課（内線3544）

無料経営相談会（要予約）

と　　き　10日(火)・24日(火)　午前10時30分～午後4時
と こ ろ　市役所2階市民相談センター相談室
定　　員　18人（1日9人）〔先着〕
予約受付開始日時　2日(月)　午前9時　
相談内容　賃貸借、不動産、離婚、多重債務、相続関係等
申・問　市民相談センター（内線2532・2533）

弁護士による無料法律相談（要電話予約）

市 営 住 宅 入 居 者 募 集　

申込書配布　住宅管理課、管轄の総合支所で配布
受付期間　2月17日（火）～19日（木）　午前8時30分～午後5時
受付場所　住宅管理課、管轄の総合支所　入居予定時期　3月上旬

<重要> 
・申し込み時点で入居予定者の中に市税等の滞納がある方がいる場合ま
　たは暴力団員がいる場合は申し込みできません。

・申し込みの際に必要な書類は、事前にお問い合わせください。
・災害等で住宅の提供が必要な場合、募集を中止することがあります。
・ペットの飼育は禁止です。
・東日本大震災で住居を失った方（り災判定で自宅が全壊、大規模半壊ま
　たは半壊で解体を余儀なくされた方）については、収入基準等の入居
　要件を満たしているものとして申し込み可能です。（特定公共賃貸住宅
　を除く）

・上記の方が一般の市営住宅に入居した場合、復興住宅への入居申し込
　みはできません。また、家賃低減化の措置は復興住宅にのみ適用される
　ため、受けられません。

・牡鹿総合支所管轄の空き住宅には、随時募集している住宅があります。
　〔先着〕
・その他詳細については、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせ
ください。

	 　住宅管理課（内線5753・5754）
　　　　北上総合支所地域振興課・牡鹿総合支所地域振興課
申・問★流留19号については、次のいずれかに該当する方のみ単身での申し込みが可能です。  

　昭和31年4月1日以前に生まれた方、障害者手帳等をお持ちの方、生活保護法被保護者の方等 
　※家賃は世帯の所得等により決定します。

【募集する住宅】  

　専門相談員が借金返済に関する相談に応じます。また、必要に応じて
弁護士・司法書士等の専門家に引き継ぎを行いますので、まずはお電話
ください。
受　付　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
申・問　東北財務局　金融監督第三課　多重債務相談窓口
　　　　☎022-266-5703

東北財務局・債務相談  返しきれない借金で悩んでいませんか?

2月の相談あんない

　何もする気になれない、心身の不調、家族、職場の人間関係、配偶者か
らの暴力（DV）等の問題にカウンセラーが応じます。
　一人で悩まずに、まず相談してみませんか。
と　き　4日（水）・18日（水）　午前11時、午後1時30時、午後3時
ところ　市役所2階相談室B　定　員　6人（1日3人）〔先着〕
担　当　田口 京子先生（ウィメンズカウンセリングいずみ/日本フェ
            ミニストカウンセリング学会認定カウンセラー）　
申・問　地域協働課（内線4233）

女性のための面接相談（要予約）

管　　轄 本庁
種　　類 公営
住 宅 名 鹿妻1-22号【2階】 稲井1-34号【3階】 稲井3-13号【1階】
所 在 地 鹿妻南一丁目7番 新栄二丁目5番地 新栄二丁目5番地
間 取 り 3K（6×2/4.5） 3LDK（6×3） 3LDK（6×3）
建築年度 昭和51年度 平成5年度 平成8年度
構　　造 中層耐火5階建 中層耐火3階建 中層耐火3階建
家　　賃 11,600円～34,200円 21,200円～103,800円 22,600円～113,100円
募集戸数 1戸 1戸 1戸
単身入居 不可 不可 不可

管　　轄 本庁 北上
種　　類 公営 公営 特公賃
住 宅 名 流留19号 橋浦11号 橋浦特公賃2号
所 在 地 流留字家の前10番地20 北上町橋浦字大須230 北上町橋浦字大須230
間 取 り 2K（4.5×2） 2LDK(6/8) 3LDK（8×3）
建築年度 昭和41年度 平成15年度 平成13年度
構　　造 簡易耐火平屋建 木造平屋建 木造2階建
家　　賃 5,400円～8,300円 22,500円～85,900円 45,000円
募集戸数 1戸 1戸 1戸
単身入居 可★ 可 可
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