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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

第22回サン・ファン祭り 出店者募集
と　　き　5月23日（土）・24日（日）
と こ ろ　サン・ファン・バウティスタパーク
対　　象　市内に所在する事業者
定　　員　10～15店舗程度
料　　金　出店者に別途お知らせします。
申込方法　申込要項を送付しますので、事務局までお問い
　　　　　合わせください。
申込期限　4月15日(水)必着

問申申 　サン・ファン祭り実行委員会事務局
　　　　（サン・ファン館内）　☎24-2210・FAX97-3399

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　休館日を除いた毎日開催　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2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」（月曜休館）
　　　　☎61-1200

ノルディックウォーキングイベント 4月体験会
歩くことは医者いらず！習慣づけよう一歩踏み出す！
ポールを使うことで足腰よわくても誰でも歩けます！

とき　4月12日（日）　午前9時30分～正午
　　　4月26日（日）　午前9時30分～正午（お花見コース）
　　　※スポーツショップマツムラに集合ください。
料金　500円（保険料）　※ポール貸出無料

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

オーヴォ仙台公演 鑑賞バスツアー
と　　き　5月25日（月）　正午開演
と こ ろ　仙台ビッグトップ（あすと長町）
対　　象　市内在住の方（中学生以下は保護者同伴）
定　　員　40人
金　　額　10,000円
　　　　　（SS席指定券・往復バス代・保険代・税込）
　　　　　※チケット代の一部を芸術文化振興財団が負担
　　　　　　した特別価格です。
締切期限　4月15日（水）必着
申込方法　往復はがきに、参加を希望される全ての方の氏
　　　　　名・住所・年齢・電話番号を記入し申し込みくだ
　　　　　さい。はがき1枚につき2人まで申し込み可能で
　　　　　す。なお、応募者多数の場合は抽選とします。

問申申 　〒986-0102　石巻市成田字小塚裏畑54
　　　　河北総合センター内
　　　　公益財団法人石巻市芸術文化振興財団「オーヴォ
　　　　仙台公演 鑑賞バスツアー係」
　　　　☎62-1120

平成27年度国家公務員
「国税専門官採用試験」（大卒程度）

■1次試験日　6月7日（日）
■受験申込受付期間　
　ネットでの申込　　　 4月1日（水）～13日（月）
　郵送・持参による申込　4月1日（水）～2日（木）
　※受験資格・受験申込に関してはお問い合わせください。
問　仙台国税局　☎022-263-1111

宝塚歌劇星組仙台公演鑑賞バスツアー
第一部 ミュージカル・ロマン『大海賊』～復讐のカリブ海～
第二部 ロマンチック・レビュー『Amour それは…』

【出演】北翔海莉、妃海風　ほか
と　　き　6月21日（日）　午前11時開演
と こ ろ　イズミティ21
対　　象　市内在住の方（中学生以下は保護者同伴）
定　　員　40人
金　　額　7,800円（往復バス代込）
期間・締切　4月15日（水）必着
申込方法　往復はがきに、参加を希望される全ての方の氏
　　　　　名・住所・年齢・電話番号を記入し申し込みくださ
　　　　　い。はがき１枚につき２人まで申し込み可能です。
　　　　　なお、応募者多数の場合は抽選とします。

問申申 　〒986-0102　石巻市成田字小塚裏畑54
　　　　河北総合センター内
　　　　公益財団法人 石巻市芸術文化振興財団「宝塚バ
　　　　スツアー係」　☎62-1120

休日子育て相談員を募集しています
業務内容　子育て相談業務
業務場所　子どもセンター「らいつ」
募集人員　若干名
勤務形態　毎週土・日曜日のうち、月に4回程度
勤務時間　午前10時～午後3時（休憩30分を含む）
賃　　金　1日あたり4,050円
対　　象　学校教員、保育士、保健師等の資格を持つ、子　
　　　　育て相談の経験者
採用について　書類審査・面接審査を行います。
申込方法　履歴書（写真添付必須）を子育て支援課へ持参
　　　　　または郵送してください。

問申申 　〒986―8501（住所不要）
　　　　子育て支援課 （内線2526）

高齢者教室「石巻つくも大学」受講生募集
―4月13日（月）から受付開始―

対　　象　昭和25年4月1日以前に生まれた方
年 会 費　3,000円
申込方法　所定の申込書に記入の上、会費を添えて石巻中
　　　　　央公民館に申し込みください。（申込用紙は中央
　　　　　公民館で配布しています）
受付期間　4月13日（月）～21日（火）　午前9時～午後4時
　　　　　（土日を除く）
　　　　　※詳細については、お問い合わせください。

問申申 　石巻中央公民館　☎22-2970

利用協講座「楽しい大正琴初心者講座」
　簡単で親しめる曲をマスターし、大正琴を理解して楽し
む講座です
と　　き　4月30日(木)、5月7日(木)、14日(木)、21日(木)、
　　　　　28日(木)　午前10時～正午
と こ ろ　石巻中央公民館 1階 第2教養室
対　　象　どなたでも参加できます。
定　　員　10人〔先着〕
受 講 料　無料　（ただし、材料費として500円）
準 備 物　筆記用具（大正琴を貸出します）
申込期限　4月28日(火)
申込方法　電話で直接申し込みください。

問申申 　石巻中央公民館　☎22-2970

自衛官採用試験のご案内
○自衛官幹部候補生（一般）

資　　格　大卒程度者  22歳以上26歳未満の方（20歳以上
　　　　　22歳未満の者は大卒（見込含）、修士課程修了者
　　　　　等（見込含）は28歳未満）
　　　　　院卒者  修士課程修了者等（見込含）で、20歳以
　　　　　上28歳未満の方
受付期間　5月1日（金）まで
試 験 日 １次　5月16日（土）・17日（日）
　　　　　※17日は飛行要員のみ
 ２次　6月16日（火）～19日（金）

○自衛官幹部候補生（歯科・薬剤科）
資　　格　歯科  専門の大卒（見込含）で20歳以上30歳未満
　　　　　の方
　　　　　薬剤科  専門の大卒（見込含）で20歳以上28歳未満
　　　　　の方
受付期間　5月1日（金）まで
試 験 日 １次　5月16日（土）
 ２次　6月16日（火）～19日（金）

○医科・歯科幹部自衛官（医師・歯科医師）
資　　格　医師・歯科医師免許取得者
受付期間　①4月24日（金）まで
　　　　　②10月1日（木）～10月30日（金）まで
試 験 日 ①5月15日（金）
　　　　　②11月27日（金）

○技術海上・航空幹部
資　　格　（海）大卒で38歳未満の方
　　　　　（空）大卒で45歳未満の方
受付期間　4月24日（金）～5月15日（金）
試 験 日 6月29日（月）

○技術海曹・空曹
資　　格 20歳以上の方で国家免許資格取得者等
受付期間　4月24日（金）～5月15日（金）
試 験 日 6月26日（金）
問　自衛隊宮城地方協力本部石巻地域事務所
　 　☎・FAX  83-6789
　 　市総務課（内線4038）

『ぼくの わたしの 好きな本』 募集中！
　あなたの好きな本はなんですか？ あなたの好きな本を
おしえてくれませんか？
　“ぼくの わたしの 好きな本 コーナー”に掲示して、「なに
かおもしろい本ないかな」と思っている人にとどけたいと
思います。
※用紙は1階カウンターにおいてあります。
紹介文の募集期間 3月22日（日）～4月11日（土）
紹介文の掲示期間 4月18日（土）～5月9日（土）

問申申 　図書館　☎93-8635

石ノ森萬画館オープンワークショップ
　マンガキーホルダーや缶バッチ、しおり等さまざまな
作品を作ることができます。メニューは週替わりです。
と　き　4月1日（水）から毎日　午後1時～3時
ところ　石ノ森萬画館3Fライブラリー
料　金　50円～（メニューにより異なります）

石ノ森萬画館 第57回 特別企画展
「開田裕治原画展」（仮称）

　怪獣絵師開田裕治の迫力満点の原画の魅力をご堪能
ください。
と　き　4月25日（土）～6月21日（日）　
　　　　午前9時～午後6時
ところ　石ノ森萬画館企画展示室　
料　金　おとな800円　中高生500円　小学生200円
　　　　未就学児無料
　　　　※常設展示室観覧料も含まれます。
問　石ノ森萬画館　☎96-5055
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　行　　　政　
●行政書士相談（要予約）
　  　　   　　20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　 ７日（火）　午前１０時～正午　　　桃生総合支所２階会議室
　　　　　　 8 日（水）　午前１０時～午後３時　雄勝総合支所仮庁舎２階会議室
　　　　　　　　　　　 午後1時～3時　　　 渡波公民館和室
　　　　　　15日（水）　午後1時～3時30分　 河南総合支所第２庁舎
　　　　　　17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

　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（金） 　午前10時～午後3時　市役所２階相談室A・B
　７日（火） 　午前10時～午後3時　桃生総合支所
　８日（水） 　午前10時～午後3時　雄勝総合支所仮庁舎2階会議室
　９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）　17日（金）　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　6日（月）～10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  11日（土）　午前9時30分～午後4時　☎22-5115

と　き　14日(火)・28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　1日(水)　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）

　町内会や仮設住宅団地の自治会等比較的小さなエリアで、住民主体
によるコミュニケーションづくりを推進するために開催する交流イベ
ント等に活用できる「コミュニティづくり支援補助金」の対象事業（講
演会、清掃作業、植栽事業、お祭り等）を募集しています。
補 助 金 額　一団体につき年10万円を限度として補助します。
対 象 団 体　市内に設立されている町内会や仮設住宅団地の自治会組
　　　　　 織等の住民自治組織
期間・締切　随時募集します。（年度内に事業が完了すること）
申 請 方 法　備え付けの交付申請書類に必要事項を記入の上、持参願い
　　　　　 ます。
申・問　地域協働課（内線4237・4238）
　　　　各総合支所地域振興課　各支所

地域のコミュニティづくりを支援しています

4月の相談あんない

と　き　１日（水）・１５日（水）　午前11時、午後1時30分、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）

市営住宅についてのお知らせ
市営住宅の管理について
　本年4月1日（水）より市営住宅の管理委託に伴い、入居および募集等
に関する問い合わせ先は宮城県住宅供給公社
東部管理事務所（〒986-0815　中里七丁目1-3）
になります。
市営住宅の募集について
市営住宅の募集日程が表のようになります。
申・問　宮城県住宅供給公社
　　　　東部管理事務所　☎21-5657

【市営住宅募集日程（予定）】   
募集年月

平成27年6月
平成27年9月
平成27年12月
平成28年3月

※募集可能な住宅が無い場
　合、募集を行わない場合が
　あります。 
※詳細は募集月の市報1日号
　でお知らせします。

　市民が行政と協働のまちづくりにより実施する事業や、市全域のま
ちづくりのために地域コミュニティの活性化を図る事業を行う団体に
対して、活動を支援します。
助成上限額・助成率
　①市民が行政との協働のまちづくりにより実施する事業助成上限
　　額30万円・助成率100/100
　②市全域のまちづくりのた
　　めに地域コミュニティの
　　活性化を図る事業助成上
　　限額30万円・助成率70/100
申込方法　申請書に記入の上、
　　　　　申し込みください。
　　　　　※郵便での申し込
　　　　　　みはできません。
　　　　　※国・県・市等の他
　　　　　　の助成事業との併用はできません。
申込期間（助成金および市民審査員）　4月1日（水）～5月8日（金）
　※詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧くださ
　　い。
申・問　地域協働課（内線4237・4238） 
　　　　各総合支所地域振興課　各支所

地域づくり基金事業助成金
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