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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

平成27年度各種教室開催のお知らせ
◎キッズバラエティスポーツ教室

と　　き　4月～平成28年3月　毎月水曜日
　　　　　午後4時～5時30分
対　　象　小学1～3年生
内　　容　13種目のスポーツ競技種目を2回ずつ
　　　　　計26回のスポーツ体験教室
募集開始日時　3月12日（木）　午前10時
◎バドミントン教室

と　　き　4月～平成28年3月　毎週金曜日　　　　　　
　　　　　午前10時～11時30分
対　　象　一般市民
募集開始日時　3月13日（金）　午前10時
◎卓球教室

と　　き　4月～平成28年3月　毎週金曜日
　　　　　午前10時～11時30分
対　　象　一般市民
募集開始日時　3月13日（金）　午前10時
◎石巻総合スポーツクラブの教室

と　　き　4月～平成28年3月
対　　象　幼児から一般市民
内　　容　13教室、18回・20回・30回・36回のコース予
　　　　　定ほか各種イベント予定
募集開始日時　3月12日（木）　午前10時
※料金等詳細はお問い合わせください。

問申申 　NPO法人石巻市体育協会（市総合体育館内）
　　　　☎95-8998
　　　　市体育振興課　☎22-9111

石巻消防署防火ポスターコンクール作品展示会

渡波小6年　髙橋 乃々佳さん

湊小5年　齋藤　小枝さん

特選　
　湊小5年　　齋藤 小枝
　渡波小6年　髙橋 乃々佳
石巻消防署防火管理協議会長賞
　向陽小5年　遠藤 みゆ
　渡波小6年　保原 愛奈
渡波同仁会長賞
　渡波小5年　新川 雄琉
　渡波小6年　遠藤 愛奈

入選　　
　向陽小5年　佐々木 優生
　渡波小5年　武山 彩那
　渡波小5年　本田 有沙
　向陽小6年　石垣 あづさ
　渡波小6年　遠藤 世菜
　釜小6年　　松本 みなみ

　そのほか、石巻消防署管内の小学校児童から応募の
あった全作品を展示します。
と　き　3月1日（日）～7日（土）
ところ　イトーヨーカ堂　石巻あけぼの店

問　石巻消防署予防係　☎95-7112

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　3月11日（水）・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）

「石巻に恋しちゃった♡」
〜春恋〜　参加者募集

　さまざまな趣味や特技を持つ「達人」たちによる体験プ
ログラム第6回「石巻に恋しちゃった」を開催します。
※詳細はホームページをご覧ください。
と　き　3月14日（土）～29日（日）
ところ　石巻市、東松島市、女川町内の各地

問申申 　NPO法人石巻復興支援ネットワーク
　　　　☎・FAX 23-8588
　　　　 　ishikoi@yappesu.jp
　　　　URL http://ishikoi.com
　　　　市地域協働課（内線4238）

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　3月5日（木）・12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）

大型客船「コスタビクトリア」
無料船内見学会参加者募集

と　　き　5月10日（日）　午前10時15分開始
　　　　　（午前10時集合）見学時間60分程度
と こ ろ　石巻港雲雀野埠頭（予定）
応募条件　（1）健脚な方（乗下船、船内見学時に階段で移動
　　　　　　　します）
　　　　　（2）石巻市・東松島市・女川町・松島町在住の方
　　　　　※震災当日に(2)に在住し、現在(2)以外の地域
　　　　　　に在住の方も対象
定　　員　80人〔抽選〕
申込方法　往復はがきで申し込みください。
必要事項
・往信はがきの裏面…見学希望者（4人まで）全員の氏名・
　年齢・郵便番号・住所・電話番号
・返信はがきの表面…郵便番号・住所・氏名
※乳幼児や小学生も1人とし、小学生以下は、保護者と一緒
　に申し込みください。
※複数枚の応募や申込内容に必要事項が全て記載されてい
　ない場合は、落選扱いとなります。
応募締切　3月27日（金）必着
応募結果　返信用はがきで通知します。
注意事項　①乗船の際、本人確認のため、身分証明書類（運
　　　　　　転免許証、保険証等）が必要です。
　　　　　②乗船決定された方以外は、乗船できません。

問申申 　〒986-8501(住所不要)
　　　　 河川港湾室コスタビクトリア船内見学会係
　　　　 河川港湾室（内線5608）

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
　　　　市体育振興課　☎22-9111

スポーツを楽しもう！ボール遊びを
中心としたわんぱくスポーツ参加者募集

と　き　4月4日（土）から毎週土曜日
　　　　午前9時30分～11時30分
ところ　totoフットサルコート（蛇田字北径塚11-9）
対　象　小学1年生・2年生（男女問わず）20人
種　目　キャッチボール、タグラグビー、ポートボール、
　　　　バスケットボール、キックベース、サッカー
指導者　日本体育協会公認コーチ
料　金　3,000円/月

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
　　　　市体育振興課　☎22-9111

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

自衛官採用試験のご案内
職　　種 資　　格 受付期間

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）

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歳以上で国家免許資
格等を有する方（資格に
より５３歳未満～５５歳未
満の方）

3月24日（火）
まで

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

市民集会「仙台地裁石巻支部管内の司法を考える」
開催のお知らせ

と　き　3月13日（金）　午後5時～7時
ところ　総合体育館会議室（泉町三丁目1-63）
内　容　⑴基調報告
　　　　　・石巻支部管内の司法環境
　　　　　・弁護士の東日本大震災関連活動
　　　　⑵弁護士会の司法過疎・偏在対策等への取組み報告
　　　　⑶パネルディスカッション
問　仙台弁護士会　☎022-223-1001
　　 市総務課（内線4040）

県営住宅入居者募集
案内書配布　3月2日（月）～12日（木）
案内書配布場所　住宅管理課、各支所、各総合支所
受付期間　3月2日（月）～12日（木）（当日消印有効）
申込方法　専用の申込用紙に記入し、郵送で申し込みくだ
　　　　　さい。

問申申 　宮城県住宅供給公社　☎022-224-0014
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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　☎22-1632
●行政相談　11日（水） 午後1時～3時 蛇田公民館和室
　　　　　　18日（水） 午後1時～3時30分 河南老人福祉センター

　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
　18日（水） 　午前10時～午後3時　河南老人福祉センター
　20日（金） 　午前10時～午後3時　河北総合支所
　 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

　震災復興に向けたご相談や会社経営者・個人事業者の皆さんの課題
解決のための専門家による無料相談会を実施します。
と　　き　11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　10日（火）　午前10時
申込方法　所定の申込用紙に記入し、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）

3月の相談あんない

と　き　4日（水）・18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）

旭山体験農園で野菜作りを体験してみませんか？
農園所在地　北村字蛇ヶ沢37-1（河南旭山農業体験実習館　敷地内）
応募資格　市内外を問わず、農業体験を希望する個人または子ども会
　　　　　や会社等の団体
募 集 数　8区画〔抽選〕　利用期間　4月下旬～12月11日(金)
利用内容　区画内に「さつまいも」や「枝豆」等、利用者のお好きな野菜
　　　　　を植えることができます。
　　　　　※農園では、くわ・一輪車等の作業道具の貸し出しも行います。（無料）
　　　　　※農園での栽培・収穫作業と併せて、敷地内の旭山農業体験
　　　　　　実習館の宿泊施設や食堂、キャンプ場も利用できます。　
　　　　　　（要予約・料金別途）
管理料金　1区画（約60平方メートル） 年間3,000円　
応募方法　往復はがきに個人または団体名、代表者の住所、氏名、電話
　　　　　番号、利用人数を明記し農林課あて郵送で申し込みくださ
　　　　　い。（返信用はがきの裏面には何も記入しないでください）
応募締切　3月20日(金)　必着
　　　　　※詳細は、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

問申・ 　〒986-8501　（住所不要）　農林課（内線3553）

旭山体験農園の利用者募集！

と　　　き　14日(土)・22日(日)　午前10時～午後4時
と　こ　ろ　法テラス東松島
　　　　　　（東松島市矢本字大溜1-1　コミュニティセンター西側）
内　　　容　こころの相談も含めた総合的な相談会を実施
相談担当者　弁護士・社会福祉士・精神保健福祉士
そ　の　他　上記以外の平日も法テラス東松島で無料相談ができます。
　　　　　　 詳細は法テラス東松島にお問い合わせください。

問申・ 　法テラス東松島　☎050-3383-0009　
　　　　午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）

「暮らしとこころの相談会」（要予約）

　市民の皆さんに野菜や花等の栽培を楽しんでいただくため、農園利
用方式により市内に開設している市民農園を紹介します。
※各農園の概要については、ホームページにも掲載しています。　

農　園　名 蛇田わくわく農園 宝　菜　園
所　在　地 蛇田字菰継地区 鹿又字中山地区
募集区画数 4区画〔先着〕 5区画〔先着〕
区 画 面 積 1区画 約36平方メートル 1区画 約17平方メートル
年間利用料 8,000円 3,500円
利 用 期 間 4月～翌年3月20日 4月～翌年3月20日
施設・設備 駐車場(約8台)・トイレ 駐車場(約10台)・水道・トイレ

申 込 方 法 農園利用申込書と農園利用契約書を農園開設者宅に用意しています
ので、印かん(認印)と年間利用料金を持参の上申し込みください。

申 込 期 限 3月31日（火）  
問申申 農園開設者　布施　☎95-8020 農園開設者　高橋　☎74-2612

～土に親しみ、手作り野菜を収穫する喜びを味わってみませんか？～
市民農園の利用者を募集しています!!

問　農林課（内線3553）

8市報 いしのまき 


