
休日などの診療休日などの診療

　※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

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
■土曜準夜 受付（小児科 15歳まで）18:30～21:30
※保険証を忘れずにお持ちください

 ☎ #8000か022-212-9390（19:00～翌日8:00） 
宮城県こども夜間安心コール

 19:00～翌日8:00(ただし土は14:00～、日・祝は8:00～)
 

おとな救急電話相談☎＃7119か022-706-7119

至松島

歯科当番医（日曜・祝日）塩釜地区休日急患診療センター 受付／9:00～15:00

 

JR仙石線

●赤石病院

●GS
国道45号線

●
坂総合病院

休日急患
診療センター
（医師会館1F）

下馬駅

西塩釜駅

※新型コロナウイルス感染症の影響により、医師や医療従事者
の体制確保が困難な場合、やむを得ず休診する場合もありま
す。電話で確認の上、受診してください

９月のお知らせ

9月6日㈰

13日㈰

　20日㈰

21日(月・祝)

　22日(火・祝)

27日㈰

10月4日㈰

☎253-7468

☎255-2028

☎363-4182

☎368-5904

☎356-1033

☎362-4344

☎357-5603

多賀城駅北口歯科

歯科ノーブルデンタルオフィス

おおのファミリー歯科

岩井歯科医院

あべ歯科医院・丘の上の歯科医院

梅津歯科クリニック

汐見台歯科医院

多賀城市中央2-8-1-1F

利府町神谷沢字南沢1-1

多賀城市大代1-1-38

多賀城市東田中2-30-1

宮城郡利府町加瀬字野中沢125-1

多賀城市鶴ヶ谷2-29-17

宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字林合55-1

スポーツスポーツ

芸　　術芸　　術

■とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　11日㈮ 10:00～11:30
        　 25日㈮ 10:00～11:30
定　員　20歳以上20人
参加費　400円/回 ※当日徴収 
申　込　窓口または電話かファクスで

■ノルディックウォーキング
と　き　19日㈯ 9：30受付
　　　　※雨天時9/26㈯に延期
集　合　本塩釜駅アクアゲート口集合
定　員　20歳以上10人
参加費　400円 ※当日徴収
申　込　申込用紙に記入の上、窓口

またはファクスで
持ち物　動きやすい服装、運動靴、リ

ュックまたはウエストポー
チ、タオル、飲み物

ユープル(温水プール)
☎363-4501　FAX366-0281

■一般開放
開放時間　9:00～21：00
　　　　　（日・祝9:00～17:00）
休館日　毎週㈫（祝日の場合は翌日）

運動不足を解消しに来ませんか？
　さまざまなウォーキングやその場

での運動を行う「水中運動教室」、音
楽に合わせて行う「アクアビクス」の
ほか、「水泳教室」や軽運動場で行う
「ヨーガ教室」など、年度を通して多
数の教室を開催しています。1回ご
とに参加できますので、いろいろな
教室にチャレンジしてみましょう。
※各教室の開催日時は温水プールの
HPをご覧いただくか直接問い合
わせください

塩竈市杉村惇美術館
☎362-2555　FAX794-8873

■明日を、こしらえる vol.2
　テーマに合わせ選書した書籍の中
からことばを自由にコラージュし、
自分だけの物語を声にのせ、ことば
と向き合うワークショップです。 
と　き　9月27日㈰ 13:00～17:00
　　　　（12:30受付）
参加費　1,000円（資料・珈琲代含）
定　員　20人・要予約
ゲスト　次松大助（The Miceteeth）
企　画　ペンギン文庫
共　催　塩竈市杉村惇美術館

塩釜ガス体育館
☎362-1010　FAX362-1099

※体育館利用の際は、運動できる服
装で、上靴・飲み物を持参ください
　　開催日や申し込みなど
　　詳細は体育協会HPを
　　ご覧ください→
■トレーニング講習会
と　き
　 2日㈬11:00～  12日㈯9:00～
  19日㈯15:00～  24日㈭19:00～
定　員　10人限定、要予約
参加費　講習会費用1,100円

■障がい者のためのスポーツ教室
　障がいを問わず、どなたでも参加
できます。
と　き　11日㈮ 13:30～15:00
　　　　25日㈮ 13:30～15:00
種　目　卓球バレー、カローリング、
　　　　釣っこ、ストラックアウトなど
申　込　要予約。詳細は問い合わせ

ください。
　　　　※各日、一団体のみ利用可

■とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　  3日㈭ 10:00～11:00
        　 17日㈭ 10:00～11:00
定　員　20歳以上20人
参加費　650円/回 ※当日徴収
申　込　窓口または電話かファクスで
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環境課ワンポイント通信 №190環境課ワンポイント通信 №190

■第14回塩釜社協「高齢者まつり」

　中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、今年度の開催を中止

します。

□問塩釜市社会福祉協議会☎364-1213

■藻塩の里9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　9月19日㈯ 9：00～サロン

※各活動は1時間程度です。都合の

良い時間に参加ください

□問地域活動支援センター「藻塩の里」

　☎361-0631 FAX 361-0632

■ダンベル体験教室参加者募集

　体の脂肪を減らしてくれる筋肉！

20分でできる筋肉づくり、始めませ

んか？

と　き　9月15日㈫ 13:30～15:00

ところ　保健センター１階大ホール

対　象　初めてダンベル体操を行う方

内　容　ダンベル体操のお話・実技

持ち物　運動靴（室内履き）、飲み物、

動きやすい服装、マスク

申　込　9月11日㈮まで電話かファ

クスまたは直接窓口へ。

□問保健センター☎364-4786

■タブレットを使って 脳ピカピカ

　大作戦説明会＆体験会

　脳ピカピカ大作戦は、希望団体（地

域住民5人以上）にタブレットを使

用した脳トレーニングの活動支援を

1年程度行うものです。

　詳しい内容の説明やタブレットの

操作体験会を行います。

と　き　9月15日㈫ 13:30～15:00

ところ　公民館図書室

参加人数　各グループ３人まで

申　込　9月11日㈮までに電話、フ

ァックス、または直接窓口で。

□問長寿社会課地域支援係☎364-1204

■多賀城市視覚障害者情報交流会

と　き　10月1日㈭ 13:00～16:00

ところ　多賀城市役所６階会議室

対　象　視覚に障がいのある方とそ

の家族など

内　容　講話や懇談会、福祉用具な

どの紹介・体験

□問宮城県視覚障害者情報センター

  ☎234-4047

■里親制度広域説明会（仙塩圏エリア）

と　き　9月19日㈯ 13:30～16:00

ところ　多賀城市文化センター（中

央公民館 第4会議室）

内　容　制度説明、里親体験談、個別

相談 ※申し込み不要

□問みやぎ里親支援センターけやき

　☎781-1031

■危険物取扱者試験準備講習会

と　き　10月28日㈬ 9:00～16:30

ところ　マリンゲート塩釜

定　員　50人(先着順)

対　象　乙種第4類の受験者

申　込　塩釜地区消防事務組合消防本部

費　用　2,300円(テキスト代) 

受付期間　10月7日㈬～21日㈬

□問塩釜地区防災安全協会☎361-1619

■甲種防火管理「新規」講習会

と　き　11月10日㈫、11日㈬

　9:20～16:50(11日は15:55まで)

ところ　塩釜商工会議所

受付期間　9月29日㈫～10月6日㈫

定　員　45人(先着順)

申　込　（一財）日本防火・防災協会の

ＨＰより申し込みください

費　用　8,000円(テキスト代)

□問消防本部予防課☎361-1617

■戦没者遺児による慰霊友好親善事

　業の参加者を募集しています

　この事業は、厚生労働省から補助

を受け実施しており、先の大戦で父

などを亡くした戦没者の遺児に、戦

没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行

うとともに、同地域住民と友好親善

をはかることを目的としています。

　令和元年度参加者以外は、複数回

の応募ができます。

参加費　10万円

申込先　宮城県連合遺族会

　　　　☎223-2893

□問日本遺族会事務局☎03-3261-5521

９月のお知らせ

　市内各地で空き地の雑草が伸び、虫が発生するなど、市民

の皆さんから、お悩みの電

話を多数いただいています。

空き地所有者の適正な管理

が環境美化につながります。

定期的な草刈りなどのご協

力をお願いします。

□問環境課環境企画係☎365-3377 FAX 365-3379 　□問市立病院☎364-5521
　

■検温・問診にご協力ください

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

正面玄関にて来院の方への検温と問診を行っ

ています。

　併せて、マスクの着用と手指の消毒のご協

力をお願いします。

市立病院 News市立病院 News

土地の適正な管理にご協力をお願いします！

募集・案内募集・案内

■夜間、休日の救急対応を行っています

　緊急の場合は、下記まで電話ください。
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■９月９日は「救急の日」
　救急車の適正な利用のお願い
　症状は軽微だが「交通手段がない」
といった場合は、民間の患者等搬送
事業者を活用ください。
　タクシー代わりに救急車を常用す
ることは控えてください。
　救急車以外に搬送手段がなく、緊
急に医療機関などに搬送が必要な場
合は、迷わず「119」番通報してくだ
さい。
塩釜地区内の患者等搬送事業者
㈲中央交通☎366-2345
㈱ベターライフ☎365-1230
宮城ケアタクシー☎0120-333-102
㈱ラインエキスプレスレッカー☎355-7308
□問塩釜消防署警防係☎361-1632

■ＮＥＴ119緊急通報システム運用開始
　ＮＥＴ119とは、塩釜地区管内（塩
竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利
府町）に在住で、スマートフォンや携
帯電話をお持ちの聴覚や発語に障が
いのある方が、ウェブ上で簡単な画
面操作により119番通報を行える事
前登録制のシステムです。
※登録無料。詳細はＨＰをご覧ください。
　10月4日㈰にふれあいエスプで登
録者説明会を開催予定です。
　随時登録も受け付けていますので、
メール、電話（会話可能な親族など）
で問い合わせください。

□問塩釜地区消防事務組合消防本部指令課
　☎361-0119 FAX365-1190
メールアドレス：shireika@sioshou.jp

■就学援助制度をご存じですか？
　経済的な理由で就学が困難な児童
生徒の保護者に学用品費などを援助
しています。援助を希望する場合は、
学校を通しての申し込みになります。
詳細は市HPをご覧ください。
□問学校教育課学校教育係☎365-3216

■塩竈市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　令和3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（一部既起業者含む）で、
地域資源を活用または商業振興、
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　店舗賃借料、内装設備工
事費の一部補助
応募方法　9月30日㈬（土日祝祭日
除く）までに必要書類を下記まで
持参
選考方法　審査の上選考します。
※詳細は下記まで問い合わせください
□問商工港湾課商工係☎364-1124

■公立保育所保育士募集

雇用期間　令和3年月31日まで
募集人数　①3人②1人③5人
資格条件　保育士資格
勤務場所　市内の公立保育所
賃　　金　勤務時間数に応じ月額支給
任　　用　会計年度任用職員
募集期間　随時
選考方法　書類審査と面接
申　　込　申込書（子育て支援課で

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

■投票立会人の募集
　選挙管理委員会では、選挙時に各
投票所で投票立会人をして下さる方
を募集しています。
　詳細は市HPをご覧ください。
□問選挙管理委員会事務局
　☎022-355-6742

■令和2年度自衛官等募集
募集種目と受付期間
〇航空学生、一般曹候補生
　7月1日㈬～9月10日㈭
〇防衛大学校学生（推薦・総合選抜）
　9月5日㈯～9月11日㈮
〇防衛大学校学生（一般）
　7月1日㈬～10月22日㈭
〇防衛医科大学校医学科・看護学科学生
　7月1日㈬～10月1日㈭
　※医学科学生締切　10月7日㈬
〇自衛官候補生（男女）
　年間を通じて受け付け
※応募資格、採用予定人員、試験日な
ど詳細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

９月のお知らせ

寄付していただきました

　大切に使わせていただきます。
　ありがとうございました。

＜市へ＞
●菅原宏和さん●二階堂淳夫さ
ん●大塚製薬㈱仙台支店●㈱光
伸真珠●古山文子さん
＜市立病院へ＞
●東日本自動車学校●佐藤忠一
さん●㈱白寿殿●坂口由美子さ
ん●加我秀幸さん
＜社会福祉協議会へ＞
●塩釜中央ライオンズクラブ
●亀山洋子さん

募集・案内募集・案内

　最近、廃棄物の不法投棄が目立っています。
　不法投棄は私たちの生活環境破壊につながる犯罪として法律で
禁止されており、違反した場合には、懲役又は罰金刑に処されるこ
とがあります。
　生活の環境を未来の子どもたちに残すため、不法投棄は、「しな
い」、「させない」、「許さない」という意識を持ち、不法投棄を根絶し
ましょう。
□問環境課クリーン対策係☎365-3377

９月は「廃棄物不法投棄防止強化月間」です９月は「廃棄物不法投棄防止強化月間」です

生活情報生活情報

①

②

③

保育士

延長保育士

7時間30分（週5日）
（7:30～19:15の間）
朝2時間（7:30～9:30）
夕4時間（15:15～19:15）
計6時間（週5日）
㈯のみ 7時間45分
（7:30～17:15の間）

職種 　　　勤務時間

塩釜地区
消防事務組合ＨＰ
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■敬老金・敬老記念品のお知らせ

　民生委員・児童委員が対象者宅に

訪問します。受け取りの際、印鑑また

はサインが必要です。

対　象　9月15日現在、77歳、88歳

の方で、本市に継続して1年以上

居住し、住民基本台帳に記載され

ている方

・77歳喜寿（5,000円）

　昭和17年9月16日～昭和18年9月15日生

・88歳米寿（10,000円）

　昭和6年9月16日～昭和7年9月15日生

〇敬老記念品（ガーゼハンカチ）の配布

　民生委員児童委員が9月中に配布します。

対　象　73歳以上(9/15現在)の市内在住の方

※平成30年度から対象年齢を1歳ず

つ引き上げ、令和4年度以降は75

歳以上が対象になります

□問長寿社会課長寿支援係☎364-1204

■民生委員・児童委員の活動にご理 

　解願います

　民生委員・児童委員は、地域福祉向

上のため、日々活動しています。

　現在のコロナウイルス禍を踏ま

え、敬老記念品などの配布、面会に際

しまして、お宅を訪問する場合には、

マスクの着用や一定の距離を置くな

ど、互いの感染予防に配慮した行動

をしていますので、ご理解とご協力

をお願いします。

□問生活福祉課総務係☎364-1131

■家屋を取り壊したときは届け出を

　家屋を解体撤去した場合、税務課

固定資産税係に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

■国民健康保険被保険者証の更新

　現在お持ちの国民健康保険被保険

者証の有効期限は9月30日です。10

月1日から使える被保険者証は、9月

下旬までに簡易書留(受け取り時に

印鑑必要)で郵送します。

　期限切れの被保険者証は後日返却

してください(郵送可)。

□問保険年金課給付年金係☎355-6503

■医療費助成受給者証の更新・登録

　申請のお知らせ

　子ども・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。

　9月下旬に引き続き受給資格のあ

る方には新しい受給者証を、所得限

度額超過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

送付します。更新手続きが必要な方

は、手続きが完了するまで医療費助

成を受けられませんので、ご注意く

ださい。

　新規登録の手続きが済んでいない方

は、随時、窓口で受け付けしています。

□問保険年金課医療係☎355-6519

■扶養親族等申告書の提出をお願いします

　公的年金で源泉徴収の対象の方

へ、令和3年度分の「扶養親族等申告

書」を9月下旬から順次、送付しま

す。令和3年2月以降支給の年金から

源泉徴収される所得税について配偶

者控除など、各種控除を受ける際に

必要な申請書ですので、記載されて

いる期限内に提出をお願いします。

なお、源泉徴収の対象にならない方

は提出不要です。

□問日本年金機構仙台東年金事務所

　☎257-6111

■大雨の際、汚水桝の蓋は開けないで

　大雨の際に、汚水桝の蓋を開けて

雨水を取り込むと、汚水用の下水道

管に能力以上の水が流れるため、自

宅では汚水が逆流したり、下流域や

低地では汚水が溢れ、重大な事故に

繋がります。汚水桝の蓋は絶対に開

けないでください。

□問下水道課施設管理係☎364-2193

■個人版私的整理ガイドラインのご

　案内（東北財務局）

　東日本大震災で被害を受けた方は

ガイドラインの利用で震災前からの

住宅ローンなどが免除されます。

※債務の免除には一定の要件があり

ます。詳細は問い合わせください

□問（一社）東日本大震災・自然災害被

災者債務整理ガイドライン運営機関

☎0120-380-883 （受付時間：平日9時～17時）

■東日本大震災に係る被災者生活再

　建支援金の申請を忘れずに

　被災者生活支援金（加算支援金）の申

請期限は令和3年4月12日㈪までです。

　なお、基礎支援金の支給を受けて

いない方、既に加算支援金を受給さ

れた方などは、一定の条件により、加

算支援金の支給を受けることができ

ません。詳細は問い合わせください。

□問生活福祉課総務係☎364-1131

生活情報生活情報

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載した内容が変更となる
場合があります。

　動物愛護週間を機に、人と動物

が快適に暮らしていくために動

物との関わり方を見つめ直して

みましょう。

□問市民安全課市民生活係☎355-6486

９月の

お 知 ら せ

９月20日㈰～26日㈯は「動物愛護週間」です９月20日㈰～26日㈯は「動物愛護週間」です

７月の放射線測定結果

◇空間ガンマ線線量率は屋外規制

値を大きく下回っています。

◇水道水中および公私立保育所

（園）・学校給食で放射性物質は

検出されませんでした。

※詳細は市ホームページ(震災関

連情報)で公開しています

９月の納期限

　  ○固定・都市計画税（3期）

　  〇国民健康保険税（6期）

納期限は９月30日㈬です

のりた

震度計の移設が完了しました
　移設工事に伴い、一時的に機能
を停止していましたが、移設完了
により、従来通りテレビやラジオ
で本市の震度が発表されます。
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