
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 

　市では、平成27年9月から小型家電のリサイクルを行っています。個人

情報が含まれる小型家電を回収ボックスに入れるときは、あらかじめ個人

情報を消去してから出してください。また、回収された小型家電は、国の認

定を受けたリサイクル業者によって、安全にリサイクルされます。

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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◇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

９月の放射線測定結果

かきたん

■しおがま秋のまちあるき参加者募集！

　苑丁さんと楽しむ紅葉の鹽竈神社

　樹木めぐりコース

と　き　11月12日㈯　集合時間8 ：50

募集人数　15人(先着順)

参加費　1,100円（昼食代・保険代）

集合場所　塩竈観光物産案内所（本塩釜駅前）

申　込 　11月３日(木・祝) 10:00～

問・申込 塩竈観光物産案内所☎362-2525

■第12回「塩竈こどもゆめ議会」開催

　こどもゆめ議員が真剣に考え、議論

します。今年のテーマは「少子化と高齢

化問題」。宮城ケーブルテレビ（マリネッ

ト）で録画放送予定です（放送日未定）

と　き　11月13日㈰ 9:00～11:30

主　催 s塩竈

□問 生涯学習課学習支援係☎362-2556

■平成29年版みやぎ手帳販売

販売時期　11月14日㈪から

販売場所　市役所1階売店(9:00～16:00)

価　格　500円(税込)　規格 8.8㌢×17.5㌢

※在庫がなくなり次第販売終了

□問 政策課市政情報係☎355-5749

■平成28年度塩竈市市政功労者表彰式

と　き　11月15日㈫ 10:00～

ところ　エスプホール(ふれあいエスプ塩竈)

※来場の際は、できる限り公共交通

　機関をご利用ください。

□問 総務課総務係☎355-5007

■青少年健全育成塩竈市民のつどい

と　き　11月15日㈫ 13 ：30～15：15

ところ　公民館（東玉川町）※入場無料

内　容

①少年の主張「玉川の絆」

　今野竜馬さん(玉中・3年)

②講演「少年・少女をとりまく現状について」

　小林千江子さん(塩釜警察署少年警察補導員)

□問 青少年相談センター☎364-7445

■第３5回収穫まつり
と　き　11月27日㈰ ９:00～12:00
　　　　（商品がなくなり次第終了）
ところ　マリンゲート塩釜

□問 塩釜市農政推進対策協議会(水産 
　  振興課浅海農政係内)☎364-2222

■平成29年塩竈市成人式
と　き　平成29年１月8日㈰ 13:30～
ところ　塩釜ガス体育館
対　象　平成8年4月2日～平成9年
4月1日までに生まれた市内在住、
または本市成人式に出席希望の方
※市内在住の方には12月中に案内 
　状を送付します
※市外からの出席希望の方は生涯
　学習課まで連絡ください

□問 生涯学習課学習支援係☎362-2556
Eメール:e_edu@city.shiogama.miyagi.jp

■藻塩の里11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　①8日㈫ 15:30～コーラス
　　　　②18日㈮13:30～スポーツ教室
　　　　③26日㈯ 9:00～サロン
ところ　①③地域活動支援センター
　　　　②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　11月15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 塩竈市北部2地区地域包括支援セ  
    ンター☎362-1911

■「オレンジリングメイト」
　認知症家族とのふれあい広場
と　き　11月16日㈬ 13:30～15:30
ところ　特別養護老人ホームこころの樹1階

対　象　認知症のご家族を介護してい

　　　　  る方、認知症に関心のある方

　　　　※申込不要、参加無料

□問 塩竈市南部・東部地区地域包括支援セン  

　  ター☎290-7185(平日8:30～17:30)

■視覚障害者情報交流会

と　き　11月29日㈫ 13:00～16:00

ところ　公民館２階会議室(東玉川町)

対　象　見えない・見えにくい方とその

家族、視覚障害支援に興味のある方など

内　容　情報提供、福祉用具などの

　　　　紹介と操作体験、懇談会　

　　　　※申込不要

□問 生活福祉課障がい者支援係☎364-1131

と　き　11月７日㈪

・第二管区海上保安本部

　10:00～12:30　※駐車場あり

・介護老人保健施設グリーンヒルズ

　14:00～16:30　※駐車場なし

と　き　11月11日㈮

・塩釜保健所

　10:00～11:30　※駐車場あり

・キクニ㈱　

　13:00～14:30　※駐車場あり

阿部　しみ さん
（大正５年10月１日生まれ）
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■第35回公開セミナー「Ｂ型肝炎について」

■「健康を考える栄養教室」受講生募集
期　間　11月22日～平成2９年3月７日(全７回)
ところ　保健センター・公民館(調理室)
内　容　栄養の基礎知識、生活習慣病予
　　　　　防の食事、軽運動、調理実習など
募集人数　市内在住の方20人(先着順)
募集期間　11月1日㈫～17日㈭
問・申込 保健センター☎364-4786

■認知症サポーター養成講座
　認知症の症状や対応方法について
学びを深める講座です。※参加無料
と　き　11月15日㈫ 13:30～15:00
ところ　まちカフェ竹下園(壱番館内)
申　込　11月14日㈪までに電話
　　　　または直接窓口へ
□問 長寿社会課地域支援係☎364-1204

■認知症サポーター養成講座ステ
　ップアップ講座
と　き　12月8日㈭ 13:30～15:30
ところ　塩釜ガス体育館2階研修室
対象者　認知症サポーター養成講座
　　　　を受講したことがある方
　　　　※参加無料
申　込　12月7日㈬までに電話ま
　　　　たは直接窓口へ
□問 長寿社会課地域支援係☎364-1204

■挑戦!!「のりつくり・カキむき体験」
　浦戸産のりと牡蠣を使った「のり
つくりとカキむき」に挑戦しよう！
と　き　①12月３日㈯ ②12月11日㈰
　　　　10:10～14：00
ところ　浦戸野々島※現地集合、現地解散
対　象　①一般 20人(先着順)
②小中学生の親子20人（先着順）
参加費　大人2,000円
　　　　小中学生1,500円
　　　　※体験料、保険料、昼食代
※市営汽船料金は各自負担
問・申込 浦戸諸島開発総合センター
   ☎369-2240 FAX 369-2435

大切に使わせていただきます。 
ありがとうございました。

■無料個別相談会
　税務、労務、雇用、各種年金、経営
全般、不動産、マイナンバーなどの
相談に応じます。
と　き　11月16日㈬ 13:30～16:30
ところ　塩釜商工会議所会議室
※相談時間は30分単位で事前申込制
□問 塩釜商工会議所相談課☎367-5111

■塩竈ニコニコ2割増商品券の使
　用期間は12月31日まで 
　商品券の使用期間は、12月31日㈯
までです。商品券の払い戻しはできま
せんので忘れずにご使用ください。
□問 塩釜商工会議所☎367-5111

■宝くじコミュニティ助成事業で整備
　この助成は、(財)自治総合センター
が宝くじの社会貢献広報事業として行
うものです。今年度は「杉の入町内会」、
「栄町町内会」、「小松崎第二町内会」、
「新玉川町内会」が助成を受け、町内会
活動で使用する備品を整備しました。
□問 市民安全課協働推進室☎361-1773

■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

■平成28年度自衛官募集
自衛官候補生男子追加
試験日　12月3日㈯、4日㈰のいず
　　　　れか指定の日
陸上自衛隊高等工科学校生徒
受付期間
(推薦)　11月1日㈫～12月２日㈮
(一般)　11月１日㈫～平成29年1月6日㈮
※応募資格、採用予定人数などは問 
　い合わせください
□問 自衛隊宮城地方協力本部仙台募集
     案内所☎284-5001・284-5018

■支え合い地域づくり講演会
　住み慣れた場所で安心して暮らし
続けるためには、地域のちょっとし
た気配りや支え合いが不可欠です。
塩竈市の超高齢社会の現状を知り、
地域互助について考えませんか。
と　き　11月2日㈬ 10:00～12:00
ところ　保健センター
テーマ　「私の暮らし方と地域の支え合い」
講　師　酒井　保さん(NPO法人CLC
　　　　  ご近所福祉クリエーター)　
　　　　※申込不要、どなたでも
□問 長寿社会課地域支援係☎364-1204

市立病院News
〈市へ〉
●浅野友理子さん　●板橋　圭さん
●大條正之さん　●佐藤多一さん
●福井県越前市　●㈱ジャパンブルー
●kojima market place    ●MuuSAN63

〈市立病院へ〉
●黒羽根美智子さん　●菅原モリさん
●千葉賢治さん　●千葉てい子さん
●袖野田婦人部兼塩竈市婦人会袖野田支部
●東日本自動車学校

　医師講話のほか、栄養指導やストレスチェック、
血圧測定コーナーなどもあります。
と　き　11月26日㈯ 13:30～15:30　
講　師　山田美樹医師（内科医）

  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

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
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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11  

至松島

　※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

■木造住宅の耐震診断で地震対策を！
　耐震診断士を派遣して自宅の耐震診
断を行っています。床面積が200平方㍍
を超える場合は問い合わせください。
対　象　昭和56年５月31日以前
　　　　に着工した木造住宅
自己負担額　8，300円
　　　　(診断費用148,300円/戸)
申込期限　平成29年１月31日㈫
問・申込 定住促進課指導係☎355-8362

■11月９日～15日は「秋の火災予防運動」
●「119番通報」は落ち着いて正確に
　11月9日は「119番」の日。通報の際
は、次の４つを正確に伝えてください。
　また、耳や言葉が不自由な方のた
め、「119番FAX通報システム」を導入
しています。必要事項を記入し、FAX
で119番をダイヤルしてください。
　①火災か救急かはっきり伝える
　②住所や場所を正確に伝える
　③火災、救急(事故)の状況をわか
　　りやすく伝える
　④通報者の氏名、連絡先を伝える
●住宅用火災警報器の設置・点検を
　平成20年6月からすべての住宅
に住宅用火災警報器の設置が義務
付けられました。まだ設置していな
い方は早急に設置してください。ま
た、すでに設置している方は、点検
や手入れを行い維持管理に努めて
ください。なお、住宅用火災警報器
の寿命はおおむね10年です。
□問 消防本部予防課指導係☎361-1617

■弁護士無料法律相談会
と　き　11月11日㈮ 10:00～16:00
ところ　壱番館1階健康福祉部会議室
相談内容　夫婦・家族問題、金銭の 
　　　　　貸し借りなど生活上の
　　　　　 取り引き問題など
※事前予約優先
問・予約 法テラス東松島
☎050-3383-0009(平日9:00～17:00)

■税理士による無料税金相談
　11月11日㈮～17日㈭は、「税を
考える週間」です。
　税金のことで困ったことやわか
らないこと、相続税・贈与税など、税
の専門家が無料で相談に応じます。
と　き　11月12日㈯ 10:15～15：00
ところ　公民館第二会議室(東玉川町)
□問 東北税理士会塩釜支部☎366-9634

わかりん

■宮城県沿岸部被災者支援のため
　の司法書士無料相談会
と　き　11月13日㈰ 10:00～15:00
ところ　イオンタウン塩釜１階マリンプラザ
相談内容　成年後見の問題、相続や
　　　　　贈与、空き地・空き家の
　　　　　問題など　※予約可能
問・予約 宮城県司法書士会事務局
            ☎263-6755

■全国一斉「女性の人権ホットライン」
　11月14日㈪～20日㈰は「女性の人
権ホットライン」強化週間で、時間を延
長して電話相談に応じます。相談無料
11月14日㈪～18日㈮ 8:30～19:00
11月19日㈯、20日㈰ 10:00～17:00
☎0570-070-810(ナビダイヤル)
□問 仙台法務局人権擁護部☎225-5743

　

11月3日(木・祝)

6日㈰

　13日㈰

20日㈰

　23日(水・祝)

27日㈰

12月4日㈰

かわぐち歯科医院

吉田歯科医院

みや歯科クリニック

ササキ歯科クリニック

じん歯科医院

杉の入歯科医院

渋井歯科医院

七ケ浜町汐見台6-2-11

利府町中央3-2-2

塩竈市海岸通10-1 三晴ビル２F

塩竈市錦町7-6

多賀城市明月1-4-12

塩竈市杉の入3-2-1

塩竈市宮町4-9

☎357-6099

☎356-2548

☎361-5810

☎365-7721

☎366-8461

☎362-0182

☎362-0637

11月は児童虐待防止推進月間「さしのべて　あなたのその手　いちはやく」
　虐待を受けたと思われるお子さんを見かけたときや出産、子育て
に悩んだときは、児童相談所や子育て支援課に相談ください。
　児童相談所全国共通ダイヤル☎189(いちはやく)

□問 子育て支援課(家庭児童相談☎353-7797 FAX366-7167）
     Eメール:jidou-f@city.shiogama.miyagi.jp
     宮城県中央児童相談所☎784-3583
関連行事
■オレンジリボンキャンペーンコンサート　※申込不要､直接会場へ
と　き　11月19日㈯　①11:00～　②13:30～(2回公演)
ところ　イオンタウン塩釜１階マリンコート　　
出　演　ケチャップマヨネーズ　内容 「大きな絵があるファミリーコンサート」
■児童虐待防止研修
　児童虐待をはじめとした家族の問題について学んでみませんか？
と　き　11月22日㈫ 14:00～16:30　ところ　公民館会議室(東玉川町)
講　師　関口博久さん(宮城教育大学教授)
　　　　「子ども虐待とのかかわりを通して考えること」　※申し込みは下記まで、参加無料
□問 子育て支援課家庭支援係☎353-7797

JR仙石線

●赤石病院
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）

下馬駅

西塩釜駅
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■国民健康保険被保険者証が手元に届 
　いていない方は窓口で受け取りを
　10月１日から使用する新しい被保
険者証を郵送しています。まだ手元
にない方は、市役所に返送されてい
る可能性がありますので、来庁の上、
お受け取りください。また、来庁受け
取りを希望した方で、まだ受け取っ
ていない方も来庁をお願いします。
受け取りに必要なもの
　マイナンバーカードや運転免許
証など公的機関が発行した写真付
き身分証明書・印鑑　
□問 保険年金課給付年金係☎355-6503

■国民年金保険料を納付された方
　に控除証明書を送付します
　国民年金保険料は１年間に納付
した保険料の全額が社会保険料控
除の対象になります。
　平成28年中に国民年金保険料を
納付した方には、11月上旬、「社会保
険料（国民年金保険料）控除証明書」
を被保険者あてに郵送します。年末
調整や確定申告の際、利用ください。

　ただし、10月１日以降に今年初め
て国民年金保険料を納付された方は、
平成29年２月上旬、郵送予定です。
□問 日本年金機構仙台東年金事務所
    ☎257-6111
　
■11～12月は「宮城県一斉滞納整
　理強化月間」
　税負担の公平性と財源確保のた
め、徴収対策を強化します。
　電話催告や勤務先・取引先への財
産調査、預金・給与・自動車の差し押
えなど県税・市町村税の徴収対策を
集中して実施します。
宮城県市町村合同公売会in登米
　税金滞納者から差し押さえた動産を
入札方式とせり売り方式で売却します。
と　き　11月12日㈯ 9:00～
ところ　登米市迫体育館
（登米市迫町佐沼字中江2丁目6-1）

11月の納期限
   ○固定資産税・都市計画税(３期）　
○国民健康保険税(8期)　　     
納期限は11月30日㈬です

※入場無料
持ち物　購入（買受）代金、印鑑、身
分証明書、委任状（代理入札の場合）
□問 税務課納税推進室☎355-5936
     宮城県地方税徴収対策室☎211-6681

■家屋を取り壊したときは届け出を
　家屋を取り壊した方は、家屋滅失
の届け出が必要です。なお、登記さ
れている家屋は、法務局で「滅失登
記」の手続きも必要です。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■年末調整説明会
と　き　11月18日㈮9:30～受付開始
ところ　多賀城市文化センター小ホール
※個人事業主の青色申告者は、青色
　申告決算説明会を実施
□問 塩釜税務署法人課税第一部門
    ☎362-2151(自動音声2番を選択）

全国一斉情報伝達訓練！防災行政無線から試験放送が流れます
　全国瞬時警報システム（Jアラート）の情報伝達訓練が全国一斉に行われ
ます。災害の発生と間違えないようご注意ください。
※近隣市町でも同様の訓練放送が流れます。
と　き　11月29日㈫ 11:00ごろ　伝達手段　防災行政無線（市内全78カ所）
放送内容　
(チャイム音)　「こちらは市役所です。」 　「これはテストです。（3回）」 
「こちらは市役所です。」 (終了チャイム音)
□問 市民安全課防災係☎355-6491

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
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
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
11月28日㈪
11月9日㈬
11月9日㈬
11月9日㈬
11月21日㈪
11月17日㈭
平日毎日

11月24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

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
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
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11月1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
☎365－3153
☎363－5504

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

電　　話場　　　　所日　　　時相　談　内　容
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