
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 

　取っ手付きで新たに販売するのは、「もやせるごみ(大）」と「プラスチッ
ク製容器包装(大)」の2種類です。高齢者の方や体の不自由な方も、袋の口
を結びやすくなりましたので、この機会にご利用ください。
※従来の販売店で購入できます。また、取っ手なしのごみ袋も引き続き販 
　売しています。

　スマホが手放せない15歳の少女、海咲（みさ
き）。入院中の祖母が生死をさまよったのをきっか
けに、祖母の思い出の花「クルマユリ」を探しに一
人で浦戸諸島・石浜に向かう。自然豊かな森の中で
海咲が出会ったのは……。
【文化祭】※入場無料
と　き　10月16日㈰ 11:00～12:30(予定)　ところ　浦戸小中学校　講堂
【遊ホール公演】※入場無料
と　き　10月28日㈮ 10:00～11:30(予定)　ところ　遊ホール（壱番館５階）
□問 浦戸小中学校☎369-2008

塩竈市立浦戸小中学校　浦戸科（ＡＣＴ）・演劇自主発表会

ワンポイントで 「ごみ」に関する情報を連載しています。家
庭で行っているアイディアなどをお寄せください。 
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『海に咲く花　～時の扉よ　いざ開かん…！～』

◇空間ガンマ線線量率は屋外制
　限値を大きく下回っています。
◇水道水中に放射性ヨウ素およ
びセシウムは検出されません
でした。
◇公私立保育所（園）・学校給食で
放射性セシウムは検出されま
せんでした。
※詳細は市のホームページで公
　開しています

８月の放射線測定結果

かきたん

■宮城県立視覚支援学校「学校公開」
　関心のある方、見えにくさで悩んでい
る方など、どなたでもお出でください。
と　き　10月20日㈭ 10：00～15:00
ところ　宮城県立視覚支援学校(仙
　　　　台市青葉区上杉6-5-1)
内　容　公開授業、視覚補助具や点字
　　　　  などの紹介、全盲・弱視体験
申込期限　10月13日㈭
問・申込 宮城県立視覚支援学校視覚
支援教育相談センター☎234-6333
FAX234-7974 
Eメール:soudan@miyagi-mougakko.myswan.ne.jp

■歯と健康のつどい～地域で認知症を支える～
と　き　10月30日㈰ 10：00～12：30
ところ　ペア・パル利府(利府町役場1階)
①「認知症」について
講　師　今田隆一さん
（坂総合クリニック・認知症疾患医療センター長)
②「オーラルフレイル（口や口の周りの
　筋肉や機能の衰え）」予防について
講　師　土谷昌広さん
(東北福祉大学健康科学部保健看護学科准教授)
※参加無料、口腔ケア用品などの展示あり
□問 塩釜歯科医師会事務局☎361-1870

■平成28年度塩竈市教育功績者表彰式
　どなたでも参観できます。来場の際は、
なるべく公共交通機関をご利用ください。
と　き　11月1日㈫ 10：00～
ところ　ふれあいエスプ塩竈エスプホール
□問 教育総務課総務係☎362-7744

■「特認校」学校入学説明会・学校見学会
　浦戸小中学校では、学区外にお住
まいの児童生徒の皆さんを受け入れ
る「特認校制度」を採用しています。
来年度の入学、転入に向けて、学校入
学説明会、学校見学会を開催します。
学校説明会
と　き　1１月2日㈬16:00～　
ところ　塩釜ガス体育館
学校見学会
と　き　11月14日㈪、１5日㈫のいずれか
ところ　浦戸小中学校
□問 浦戸小中学校☎369-2008

■危険物取扱者試験準備講習会
と　き　11月2日㈬ 9:00～16:30
ところ　塩釜商工会議所(港町1-6-20)
定　員　50人(先着順)
対　象　乙種第4類受験者
申　込　塩釜地区管内の各消防署
費　用　2,200円(テキスト代)
受付期間　10月11日㈫～25日㈫
※公共交通機関をご利用ください
□問 塩釜地区防災安全協会☎361-1619

■防災講演会
と　き　11月10日㈭ 13:30～15:00
ところ　七ヶ浜国際村ホール
テーマ　「消防団と自主防災組織及び
　　　　 企業との連携のあり方」
講　師　後藤一蔵さん
　　　　(東北福祉大学兼任講師)
□問 消防本部予防課指導係☎361-1617

■みちのく・みやぎ矯正展※入場無料
と　き　11月6日㈰ 9:00～15:00
ところ　宮城刑務所
　　　　(仙台市若林区古城2-3-1)
内　容　刑務所作業製品展示即売など
□問 仙台矯正管区成人矯正第二課
　 ☎286-3715
　 宮城刑務所(作業部門)☎286-3111

■塩釜市シルバー人材センター入会説明会
　60歳以上の健康で働く意欲のあ
る方を募集しています。
と　き　10月6日、20日㈭ 10:00～12:00
ところ　尾島町集会所
□問 塩釜市シルバー人材センター☎367-5940

と　き　10月19日㈬ 10:00～15:00
ところ　宮城県トラック協会塩釜支部
　　　　※駐車場あり

氏家　久枝 さん
（大正５年９月５日生まれ）
氏家　久枝 さん

（大正 年９月 日生まれ）
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■生活習慣病予防対策「脳ドックの活用を」

■皮膚科外来は、毎週月曜日(午後)の診療を開始します

■藻塩の里10月の余暇活動
　市内在住の障がい者の方ならど
なたでも参加できます。
と　き　①１日㈯9:00～サロン
　　　　②４日㈫15:30～サロン
　　　　③21日㈮13:30～スポーツ教室
ところ　①②地域活動支援センター
　　　　③塩釜ガス体育館　
□問 地域活動支援センター「藻塩の里」
　 ☎361-0631 FAX361-0632

■認知症カフェ「しゃべり場 壱休庵」
と　き　10月11日㈫ 13:30～15:30
ところ　まちカフェ竹下園(壱番館内)
対　象　認知症に関心のある方、相
　　　　談したい方
参加費　300円
□問 塩竈市西部地区地域包括支援センター
　 ☎367-0414(8:30～17:30)

■子どものこころほんわかコーチング講座
　子どもの叱り方に焦点を当て、上手
な子育てのヒントを見つけましょう。
と　き　11月1日㈫ 10：00～12：00
ところ　保健センター
講　師　本郷佳江さん
(Y’scommunications心理療法士)
内　容　講話＆シェアタイム
定　員　30人
※託児先着15人（要予約、5カ月～未就学児)
申　込　保健センターへ電話、ファ  
　　　　クス、Eメールで
□問 保健センター☎364-4786
    FAX364-4787　
    Eメール：kenkou@city.shiogama.miyagi.jp

■第42回塩竈市花と緑の日
　塩竈市内の環境美化などに協力・
功績のあった団体、個人への表彰を
行います。
と　き　10月23日㈰ 9:00～
ところ　マリンゲート塩釜
□問 土木課公園係☎364-1200

大切に使わせていただきます。 
ありがとうございました。

■シャッターオープン・プラス事業募集
　中心市街地の空き店舗を賃借し
て起業する方を支援します。
対　象　平成29年３月31日まで
に市内商店街などの空き店舗、１階
で起業する方で、地域資源を活用ま
たは商業復興、にぎわい創出に寄与
する事業
対象条件　小売業、サービス業で一定
　　　　　  の条件を満たしている方
支援内容　賃借料、内装設備工事費
　　　　　の一部補助
応募方法　11月15日㈫(※土日除く)

までに必要書類を下記まで持参
※指定区域など詳細は問い合わせください
□問 商工港湾課商工係☎364-1124

■脂質(LDLコレステロール)異常症予防教室
と　き　10月7日、21日、28日㈮、
平成29年２月３日㈮ 13:30～15:30
※原則、すべて参加できる方
ところ　保健センター
対象者　コレステロールの値が要指導
　　　　 と判定された方で(治療中でな
　　　　  い方)40歳～69歳の市民
定　員　20人　
募集期限　10月6日㈭
問・申込 保健センター☎364-4786

■発達支援研修会
　発達支援に関する講話や疑似体験を
通して、特性のある子どもたちの世界
を一緒に体験し、学んでみませんか？
と　き　10月13日㈭ 10:00～12:00
ところ　公民館図書室(東玉川町)

講　師　丹野節子さん
(「きらっと」たんの個別支援教室)
内　容　①発達障害とは②特性を
生かした支援の仕方③疑似体験

定　員　50人
申　込　保健センターへ電話、ファ
　　　　クス、Eメールで
□問 保健センター☎364-4786
    FAX364-4787　
      Eメール：kenkou@city.shiogama.miyagi.jp

■聴覚障害者のための交流サロン
と　き　10月20日㈭ 13：00～16：00
ところ　壱番館北３階教育委員会会議室
※生活福祉課窓口で案内します
対　象　市内在住の聴覚障害者の 
　　　　方とその家族、関係者など
内　容　※参加無料
①健康講話 13:00～
「教えて！保健師さ～ん！～認知症と
その予防」（手話通訳・要約筆記付き）
②交流サロン 14：30～
※手話や筆談など希望のコミュニ
　ケーション手段で対応します
□問 宮城県聴覚障害者情報センター   
    （みみサポみやぎ）☎393-5501
    FAX393-5502

■浦戸諸島 うらとのウラガワ探検
　普段は見ることができない浦戸のウラ
ガワを“だんべっこ船”で探検しよう！
と　き　10月15日㈯、23日㈰
　　　　10:15～14:00
ところ　浦戸野々島
定　員　先着15人
参加費　大人2,500円　子ども1,500円
(昼食代含む、市営汽船料金は各自負担)
※現地集合、現地解散。雨天時は浦
　戸散策
問・申込 浦戸諸島開発総合センター
   ☎369-2240 FAX369-2435

市立病院News
〈市へ〉
●和泉秀之さん　●佐藤成悦さん
●エスプチャリティーコンサート
　実行委員会
●阪神・淡路大震災1.17チャリティ  
　ーサッカー実行委員会　
〈市立病院へ〉
●黒羽根美智子さん　●今野　元さん
●小山こず恵さん　 ●菅原モリさん
●千葉賢治さん
●東日本自動車学校

１.検査方法 ⇒ MRIで脳の輪切り写真と血管を撮影。約20分、あおむけで 
　　　　　　　寝ている間に検査は終了します。
※心臓ペースメーカーや人工骨を埋め込んでいる場合は検査できません。
　詳しくは、問い合わせください。
２．費用　⇒ 20,520円(税込)　※検査は予約制

　皮膚科外来診療は、これまで毎週木曜日（午前）のみでしたが、10月３日
㈪から、月曜日の午後も診療を開始します。
  夜間・休日の救急対応を行っています。緊急の場合はお電話ください

□問 市立病院☎364-5521
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塩釜医師会館１階（錦町７－10）☎366－0630
■日曜･休日受付（内科・小児科）8:45～11:30，13:00～16:30
　診療時間9:00～17:00
■土曜準夜 受付（小児科 15歳まで）18:30～21:30
　診療時間19:00～22:00
宮城県子ども夜間安心コール
 ☎ #8000か022－212－9390（19:00～翌日8:00） 

月のお知らせ10  

　※やむをえず当番医を変更する場合もあります。電話で確認の上、受診してください。

受付／9:00～15:00

■医療費受給者証の更新
　子ども・心身障害者・母子父子家
庭医療費助成の受給者証は、10月1
日で更新になります。引き続き受給
資格のある方には新しい受給者証
を、所得制限により資格停止になる
方や更新手続きが必要な方には通
知書を送付しています。更新手続き
が必要な方は、手続きが完了するま
では医療費助成を受けられません
ので、ご注意ください。
※新規手続きは、随時、窓口で受付
※塩竈市国民健康保険に加入の方
で、一部負担金等免除証明書が発
行されている場合、免除期間中、
助成申請書の提出や受給者証を
提示しないでください。免除期間
終了後に利用ください。
□問 保険年金課医療係☎355-6519

■塩竈市営汽船内全面禁煙について
　塩竈市営汽船の船内は、10月１
日から全面禁煙になります。
　利用者の皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
□問 浦戸振興課市営汽船係☎361-7710

■行政相談員をご利用ください
　行政相談員は国が行う業務につい
ての苦情・要望などの相談に応じま
す。相談は無料で秘密は守られます。
お気軽に相談ください。総務大臣から
委嘱されている委員は次の方々です。
〇北村裕子さん☎364-7205
〇鎌田稔子さん☎797-8846

定例相談日　毎月第２水曜日（祝日を除く）
　　　　　　13:00～15:30
ところ　市民相談室(市役所)
行政相談パネル展
無料相談も受け付けます。
と　き　10月20日㈭ 10:00～15:00
ところ　イオンタウン塩釜店１階中央マリンコート
□問 政策課市政情報係☎355-5728

■国民年金保険料納付相談会
と　き　10月13日㈭ 10:00～15:30
ところ　塩釜商工会議所 第３会議室
持ち物　案内文書、免除等申請書、
　　　　納付書、身分証明書　
※代理で相談される場合は、委任
状、代理人の方の身分証明書(写
真付き)が必要　　
□問 仙台東年金事務所☎257-6111

■年金受給の相談・手続きはご予約を！
　年金相談の予約をしていただく
と、優先的に相談をお受けします。
※予約申し込みは相談希望日の１カ 
月前から前日まで、下記予約電話へ

※代理で相談される場合は、委任状と代
理人の方の本人確認書類が必要です。

問・予約 仙台東年金事務所☎257-6116

■無料弁護士移動相談会
　取引上の悩み、問題、疑問など、弁護
士のアドバイスを受けてみませんか。
と　き　10月27日㈭ 13：00～16：00
　　　　塩釜商工会議所 会議室　
対　象　中小企業、個人事業者
申込期限　10月20日㈭
問・申込 みやぎ産業振興機構
　　　　☎0120-418-618

わかりん

■放課後児童(仲よし)クラブ支援 
　員および補助員募集
雇用期間　平成29年3月31日まで
雇用形態　週５～６日（月～土、シフト制）
賃金など　①支援員 時給1,000円
②補助員時給800円、交通費支給有
申込方法　履歴書持参または郵送
※応募資格などは問い合わせください
問・申込 藤倉児童館☎366-3003
〒985-0004塩竈市藤倉2丁目2-12

■急募！公立保育所臨時保育士募集
 

※保育士資格必要
雇用期間　平成29年3月31日まで
募集人数　①若干名②3人③1人
賃　金　時給1,100円
申　込　申込書(問い合わせ先で配布)、
保育士証の写しを持参の上、下記まで
□問 子育て支援課保育係☎353-7797

■「公民館本町分室および塩竈市杉
　村惇美術館」の指定管理者を募集
　平成29年4月1日から当該施設
の運営に係る指定管理者を募集し
ます。応募に必要な書類は、10月4
日㈫から市のホームページでダウ
ンロードできます。
□問 ふれあいエスプ塩竈☎367-2010

　

10月2日㈰

9日㈰

　10日(月・祝)

16日㈰

　23日㈰

30日㈰

11月3日(木・祝)

広沢歯科医院

郷家第三歯科医院

郷家歯科医院

多賀城中央歯科医院

鈴木歯科クリニック

松島中央歯科医院

かわぐち歯科医院

利府町しらかし台2-12-2

塩竈市南町5-10

塩竈市本町10-3

多賀城市八幡3-6-12都ビル2F

多賀城市下馬1-5-20

松島町松島字陰ノ浜7-7

七ヶ浜町汐見台6-2-11

☎356-5127

☎362-4571

☎362-2238

☎366-5503

☎366-7415

☎353-2161

☎357-6099

7時間45分
※月～土の間の5日間
(７:30～19:15の間)
７時間45分㈯
(7:30～17:15の間)

平日３時間
（16:15～19:15）

市内
保育所

藤倉・東部
清水沢

清水沢

①

②

③

勤務時間 勤務場所

JR仙石線

●赤石病院
至松島国道45号線

●
坂総合病院

●GS

休日急患
診療センター
（医師会館1F）

西塩釜駅

下馬駅
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■10月16日㈰は「第3回市民清掃」
　小雨決行。雨が強いときは翌週
（10/23）へ順延します。
　清掃作業で発生した草やごみは、
午前８時30分までに集積所へ出し
てください。当日は、家庭ごみの集積
所への搬出、「埋立処分場」および「清
掃工場」への直接搬入はできません。
　また、道路側溝の土砂などは、び
ん・缶などのごみを取り除き、「土の
う袋(縦62㌢＊横42㌢)」に入れ、水
切りして集積所に出してください。
缶などが入った袋は処分場に搬入で
きません。
　側溝の蓋を開ける機材を貸し出し
ます(数に限りあり)。なお、土のう袋
回収は、多少の時間をいただきます。
　詳しくは、市民清掃のお知らせ
（町内会回覧版）をご覧ください。
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377
□問 土木課管理係☎364-1118

■児童手当の制度をご存知ですか？
　中学３年生までの児童を養育し
ている方に児童手当を支給します。
　受給するためには申請が必要です。
出生や転入などで新たに受給資格が
生じた場合は、15日以内に児童手当
認定請求書を提出してください。
　認定されると受給資格が生じた日の
属する月の翌月分から支給されます。
児童手当(6～9月分)の支給
支給日　10月5日㈬
※振込確認は翌日以降にお願いします
　受給資格がある方でも、現況届の
提出がないと、６月分以降の手当を
支給できません。手続きがお済みで
ない方は至急、提出してください。
□問 保険年金課医療係☎355-6519

10月の納期限
   ○市・県民税(３期)　　　　　　　
○国民健康保険税(7期)　　     
納期限は10月31日㈪です

■難聴児補聴器購入助成事業
　18歳未満の難聴の方に、補聴器
の購入費用の助成を行っています
が、新たにＦＭ補聴システムなども
助成の対象になりました。
対　象　市内に住所があり、両耳の平
均聴力レベルが30デシベル以上で身体
障害者手帳の交付対象とならない方（補
聴器を装用することによって、一定の効
果が期待できると医師が判断した方）
※申請方法など詳細は問い合わせください
□問 生活福祉課障がい者支援係☎364-1131
    FAX366-7167　

■宮城県最低賃金の改正について
時間額　748円
効力発生日　平成2８年10月５日
□問 宮城労働局賃金室☎299-8841

東日本大震災災害義援金（第８次配分）を支給しています
※振込先口座に変更があった方は、届け出が必要です　　

□問 生活福祉課総務係☎364-1131

義援金受付団体
第8次配分
  5,000円
  5,000円
14,000円
  7,000円
10,000円
  5,000円

支給対象

人的被害

津波浸水区域に
おける住家被害
その他の住家被害

死亡・行方不明者
災害障害見舞金対象者
全壊
大規模半壊
全壊
大規模半壊

宮城県
第7次配分
5,000円
5,000円
1,000円
1,000円
         -
         -

身 体 障 害 者 相 談
知 的 障 害 者 相 談
生 活 相 談
消 費 生 活 相 談
職 業 相 談
青 少 年 悩 み 事 相 談
学校心理士教育相談
不 登 校 相 談
育 児 相 談
禁 煙 相 談
家 庭 児 童 相 談
介 護 保 険 相 談
成 人 健 康 相 談
こ こ ろ の 相 談
ひきこもり･思春期・こころの相談
HIV抗体検査・肝炎検査・骨髄バンク登録など
ア ル コ ー ル 相 談
行 政 相 談
人 権 相 談
母子父子家庭など特別相談
犬･猫の引き取り（有料） 

無 料 法 律 相 談

警 察 総 合 相 談

毎週火曜日
毎月第２･第４火曜日
平日毎日

平日 （㈭を除く）
平日毎日
平日毎日

毎週木曜日・第３週のみ㈬
平日毎日
平日毎日

平日毎日
平日毎日
10月24日㈪
10月13日・27日㈭
10月12日㈬
10月5日・19日㈬
10月27日㈭
10月12日㈬
10月17日㈪
10月20日㈭
平日毎日

10月27日㈭

毎　日

10:00～14:00
10:00～14:00
　9:00～16:00
　9:00～16:00
　8:30～17:15
　9:00～16:00
　9:00～17:00
　9:00～15:00
　9:00～17:00
予約制  

  8:30～17:15
  8:30～17:00
予約制（13:00～15:00）
予約制
予約制
予約制
予約制

13:00～15:30
10:00～15:00
予約制

 8:30～17:15

13:30～16:00
24時間対応

身体障害者福祉協会（北浜４-6-52）
生活介護事業「あすなろ」（塩釜ガス体育館となり）
市民相談室　電話でもどうぞ
市民相談室　電話でもどうぞ
ハローワーク塩釜（塩釜公共職業安定所）
青少年相談センター （公民館）
青少年相談センター（公民館） 予約制
けやき教室（公民館本町分室） 
しおがま子育て支援センター
保健センター
ファミリーダイヤル　子育て支援課（壱番館1階）
長寿社会課（壱番館1階）
保健センター
保健センター・塩釜保健所（北浜4-8-15）
塩釜保健所（北浜4-8-15）
塩釜保健所（北浜4-8-15）※前日までに予約
塩釜保健所（北浜4-8-15）
市民相談室
仙台法務局塩竈支局（袖野田町3-20）
宮城県母子・父子福祉センター（宮城野区安養寺） 
塩釜保健所（北浜4-8-15）※引き取りは有料
本庁２階会議室　※裁判･係争中のもの･法人･営利に関しては対象外。
事前手続きが必要〈予約は10月3日㈪9:00から市民相談室で受け付け〉 
受付は警察相談センター ☎266－9110 DVやストーカー被害でお困りの方などは相談を

☎/ＦＡＸ362－6865
☎361-9981 ＦＡＸ361-9982
☎355－6913 
☎355－6918
☎362－3361
☎363－3715
☎364－7445（予約専用）
☎364－5141
☎363-3630 FAX363-3631
☎364－4786
☎364－1178
☎364－1204
☎364－4786
☎364－4786・365－3153
☎365－3153
☎363－5504
☎365－3153

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

電　　話場　　　　所日　　　時相　談　内　容
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