
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

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

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

 

※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

８月のお知らせ

8月2日㈰

9日㈰

　10日(月・祝)

16日㈰

　23日㈰

30日㈰

9月6日㈰

☎355-6860

☎366-8241

☎353-9980

☎366-7425

☎366-5155

☎794-7644

☎253-7468

ファミリア歯科

なかよしデンタルクリニック

ABEデンタルオフィス

大平デンタルクリニック

玉川歯科医院

はやしデンタルクリニック

多賀城駅北口歯科

宮城郡松島町高城字町147-6

多賀城市八幡1-2-18

宮城郡松島町高城字町151-4

塩釜市宮町3-19

塩釜市玉川2-6-9

多賀城市高崎2-15-6

多賀城市中央2-8-1-1F

塩竈市職員採用試験のお知らせ

種　　  類（試験種別）

保 健 師（上  　級）

栄 養 士（中  　級）

一般事務（初  　級）

人  数

若干名

若干名

若干名

受　験　資　格

①平成3年4月2日～平成11年4月1日に生まれた人
②保健師資格取得者または来春取得見込の人

①平成5年4月2日～平成13年4月1日に生まれた人
②管理栄養士もしくは栄養士免許取得者または来春取得見込の人

平成11年4月2日～平成15年4月1日に生まれた人

■第一次試験日　　　　　　10月18日㈰
■受付期間（最終日必着）　 　8月3日㈪～9月11日㈮　平日9：00～16：00
◎採用予定日　令和3年4月1日
◎試験案内・申込書の入手方法
　・8月3日㈪から総務課人事給与係(本庁舎2階)で配布します（土日祝日は除く）。
　・市ホームページからダウンロードできます（8月3日㈪からダウンロード可能）。
　・郵送で請求する場合は140円切手を貼った角2封筒（返信用・あて先明記）を同封の上、封筒の表に「試験
申込用紙請求」と書いて「〒985-8501 塩竈市旭町1-1 塩竈市総務課人事給与係」までお送りください。

□問総務課人事給与係☎355-5056

手　
　

続　
　

き

あなたの情熱がまちの未来を創る！あなたの情熱がまちの未来を創る！

８月のお知らせ
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環境課ワンポイント通信 №189環境課ワンポイント通信 №189

芸　　術芸　　術

スポーツスポーツ

■献血へ行ってみよう！
と　き　8月6日㈭
　　　　10:00～12:00
　　　　13:00～16:30
ところ　塩竈市役所駐車場
※協力企業、会場を募集しています
□問生活福祉課総務係☎364-1131

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
■トレーニング講習会
と　き
   5日㈬19:00～   8日㈯11:00～   
 22日㈯19:00～ 27日㈭11:00～
定　員　10人限定、要予約
参加費　講習会費用1,100円

■とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　8月20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

■とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　8月7、28日㈮ 10:00～11:30
定　員　20歳以上15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

■体育館各種教室のご案内
8月1日㈯から受け付け開始
・親子ふれあいスポーツ教室（2～4 歳児と親）
・親子で遊ぼう！年少くらぶ（年少児と親）
・幼児スポーツ教室（年中・年長児）
・小学生スポーツ教室(小学1・2年生)
・小学生スポーツ教室（小学3・4年生）
・シニアスポーツ教室（55歳以上）
８月3日㈪から受け付け開始
・３B体操教室（一般成人）
・トレーニング講座（一般成人）
・短期一般チャレンジスクール（一般成人）

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→

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？
　レベルごとの「水泳教室」、バラエ
ティに富んだ「水中運動教室」のほか、
音楽に合わせて行う「アクアビクス」、
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ユープル(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

■こども探偵事務所・指令18「ハン
ペルマン人形を調査」
　ひもを引っぱって手足を動かす紙
製の操り人形を作ります。
と　き　8月19日㈬ 14:00～15:30
対　象　小学生
定　員　10人
※参加無料、要予約

■作品募集「こどもと伝える 海とみ
なとまちの風景展」
　募集テーマ「海、みなとまち」 
　伝えたい海とみなとまちの風景を
自由に描いてください。
募集対象　小中学生
応募締切　8月28日㈮ ※作品必着
※応募方法など詳細はＨＰにて
※参加者全員に参加賞あり。応募作
品はすべて展示予定です

８月のお知らせ

　プラスチック製容器包装は資源物として
再生するため、リサイクルできないものを手
選別で取り除いています。その中にはインス
リン注射器やカミソリ、電池など、作業員の
けがや火災につながる危険なものが多く含
まれています。
　また、新聞紙・段ボール・雑誌・雑紙などの中にもプラスチ
ック製品が混入していることがあります。正しい分別はリサ
イクルにつながりますので、ご協力お願いします。
□問環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379 　□問市立病院☎364-5521

　

■骨密度検査のススメ
　最新の「骨密度測定装置」を導
入！背中や腰が曲がってきた方、喫煙・飲酒の
習慣がある（あった）方、女性（閉経した）にお
勧めの検査です。
　骨折で寝たきりにならないために、自分の
骨密度を知ることは、骨粗しょう症対策の第
一歩です！詳しくは、電話または塩竈市立病
院ＨＰの 骨密度検査 で検索をお願いします。

市立病院 News市立病院 News

献血の日献血の日

方 喫煙・飲酒の

リサイクルと安全のため、正しく分別しましょう！

海とみなとまちの風景展画像
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■学校栄養士募集
雇用期間　随時～令和3年3月31日
募集人数　1人
資格条件　栄養士資格
勤務場所　塩竈市立第一小学校
勤務時間　8:15～16:00（実勤務7時間）
賃　　金　月額　176,600円
任　　用　会計年度任用職員
選考方法　書類審査と面接
申　　込　履歴書、栄養士資格の写

しを下記まで提出。
問・申込 教育総務課保健食育係☎355-8461

■公立保育所保育士・調理補助募集

雇用期間　令和3年3月31日まで
募集人数　①3人②1人③5人④1人
資格条件　①②③保育士資格
　　　　　④集団調理経験者優遇
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

■塩釜地区消防事務組合職員募集
１次試験日　9月27日㈰
２次試験日　10月下旬～11月上旬
採用予定数　大学、高校の部あわせて
　　　　　　消防吏員 10人程度
　　　　　　事務職員 1人程度
受験資格
大学の部 平成3年4月2日～平成11
年4月1日までに生まれた大卒者
高校の部 平成11年4月2日～平成
15年4月1日までに生まれた高卒者
※どちらも令和3年3月卒業見込を含む
受付期間　8月7日㈮～28日㈮
　申込書は8月3日㈪から消防本部総務
課、管内の消防署（出張所）で配布。消防事
務組合HP（http://sioshou.jp）にも掲載。
問・申込 塩釜地区消防事務組合
　消防本部総務課人事教養係☎361-1624

■令和2年度自衛官等募集
募集種目と受付期間
①航空学生、一般曹候補生、予備自衛官補
　～9月10日㈭
　※予備自衛官補募集締切　9月11日㈮
②防衛大学校学生（推薦・総合選抜）
　9月5日㈯～9月11日㈮
③防衛大学校学生（一般）
　～10月22日㈭
④防衛医科大学校医学科・看護学科学生
　～10月1日㈭
　※医学科学生締切　10月7日㈬
※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
□問自衛官宮城地方協力本部仙台募集
　案内所☎284-5001・284-5018

■藻塩の里8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　13日㈭ 9：00～サロン
　　　　14日㈮ 9：00～サロン
※各活動は1時間程度です。都合の
良い時間においでください
※コーラス、書道の開催は未定です
□問地域活動支援センター「藻塩の里」
　☎361-0631 FAX361-0632

■出前講座のメニュー表が新しくな
　りました !
　“しおがま”を学べる「まちづくりし
おがま出前講座」全117講座のメニュ
ー表の最新版を、公民館・市民図書館・
市役所資料配布コーナーなどに設置
しています。市HPからダウンロード
も可能です。
□問生涯学習課学習支援係☎362-2556

■「縄文土器づくり」体験者募集！
　塩竈市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町合同事業
と　き　8月29日㈯ 10:00～12:00
　※開始30分前から受付
ところ　利府町公民館3階大ホール
対　象　小学生の親子
定　員　20組40人
参加費　1人200円
申込方法　8月19日㈬まで電話で
□問生涯学習課学習支援係☎362-2556

８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＞
●松戸工業㈱●宮本産業㈱
●Ｋ’S建設工業㈱●㈲志賀石材
店●㈱太陽工業●㈱直江商店
●㈱ＯＴＴＯ●津川塗装●㈱シマ
ムラ●嶋村宗将さん●㈱リバー
スプロジェクト●㈱共和建工
●㈱エイシン冷熱●大丸シャッ
ターサービス●大森産業㈱
●㈱橋本店●㈱佐浦●㈲スギハ
ラ●㈱ENEOS東北ウィング東
北支店●塩釜東ロータリークラ
ブ●㈱光伸真珠●塩竈倉庫㈱
●塩釜中央ライオンズクラブ
＜市立病院へ＞
●東日本自動車学校●佐藤忠一さん
●奥村徹さん
＜社会福祉協議会へ＞
●朝日生命労働組合

募集・案内募集・案内

①

②

③

④

保育士

延長保育士

調理補助

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）
3時間（週5～6日）
（8:30～11:30の間）

職種 　　　勤務時間

　子どもをめぐる人権問題の解決を強化するため、全国一斉「子どもの
人権110番」強化週間を実施します。
　学校での「いじめ・体罰」や家庭内における「児童虐待」など、人権擁護
委員が電話相談に応じます。

開設時間　8月28日㈮ ～ 9月3日㈭
  （平日）8:30～19:00 （土日）10:00～17:00
□問仙台法務局人権擁護部☎225-5743

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間全国一斉「子どもの人権110番」強化週間

フリーダイヤル

0120-007-110
予約不要！
秘密は守り
ます
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■市政功労者候補者推薦のお願い
　社会奉仕活動にひたむきに取り組
み、市民の模範となる方を市政功労
者（特別功労）として表彰します。皆
さんのご近所やお知り合いで、その
ような活動に取り組まれている方を
ご推薦ください。
対　象　市内で活動している個人、
団体で、無償で善行を重ねている
方（過去に市政功労者表彰を受け
ていない方）

※町内会活動は除きます
基準年数　15年以上活動を継続
推薦方法　市で配布する推薦書に必
要事項を記入し提出

提出期限　8月28日㈮
選定方法　本市表彰審査会による審査
□問総務課総務係☎355-5007

■令和元年台風第19号災害義援金 
　（第3次配分）を支給しました
　被災された方へ義援金を7月3日
に届出口座へ入金しましたので、ご
確認ください。
支給額（住宅被害）

□問生活福祉課総務係☎364-1131

■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

■中学卒業程度認定試験の開催
と　き　10月22日㈭
ところ　宮城県行政庁舎11階1101会議室
出願期間　～9月4日㈮（消印有効）
出願先　文部科学省総合教育政策局
生涯学習推進課
□問学校教育課学校教育係☎365-3216

■乾燥汚泥肥料（し尿汚泥）無料配布
と　き　毎週㈬・㈮（祝日除く）
　　　　15：00～16：30※要予約
内　容　乾燥粒状1袋10㌕（袋詰）
場　所　塩釜地区環境センター（伊保石2-98）
※定期的に放射能検査を実施しています
□問塩釜地区消防事務組合環境課
　☎363-2777

■市営汽船お盆期間中の運航
　下記の便が運休になります
下り（塩竈発→朴島行）
  1便  5:50発　8/14㈮～16㈰運休
  8便19:30発　8/14㈮運休
上り（朴島発→塩竈行）
  1便  6:00発　8/14㈮～16㈰運休
  8便18:55発　8/14㈮運休
□問浦戸振興課市営汽船係☎361-7710

■新たな民生委員のご紹介
　民生委員は、地域福祉の向上のため、
困りごとの相談を受け付けています。
新委員　設楽　章さん
主な担当地区：港町・尾島町
□問生活福祉課総務係☎364-1131

募集・案内募集・案内
■市営住宅・県営住宅入居者募集
資料配布　9月1日㈫から
　定住促進課（壱番館庁舎2階）
申込資格

　

申込期間　9月1日㈫～12日㈯（消印有効）
問・申込 宮城県住宅供給公社☎224-0014

■「消火技術コンクール」開催中止
　10月8日㈭に開催を予定していま
したが、新型コロナウイルス感染症
の影響により中止いたします。
□問塩釜地区消防事務組合消防本部
　予防課☎361-1617

■こころのサポーター講座
　～大切な命を守るために～参加者募集！
　こころの健康や病気の講話と演習
を通し、自身や身近な人のいつもと
違う変化に気づくためのコツなどを
学びます！
 

ところ　保健センター
申込期限　8月31日㈪
問・申込 保健センター☎364-4786

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。

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、
全国瞬時警報システム（Jアラート）による情
報伝達試験を行います。防災無線やFMベイ
ウェーブで試験放送を行います。

試験放送日時　8月5日㈬ 11：00
□問市民安全課防災係☎355-6491

８月の
お 知 ら せ

防災無線試験放送を実施します防災無線試験放送を実施します

６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

８月の納期限
　  ○市民税・県民税（2期）
　  〇国民健康保険税（５期）

納期限は８月31日㈪です

世帯区分
一般世帯
裁量世帯（障がい
者や未就学児童含
む世帯）
地域優良賃貸住宅
（子育て支援住宅）

月額収入
158,000円まで

214,000円まで

259,000円まで

開　催　日
9/4㈮13：30～15：30
9/16㈬13：30～15：30

①
②

　内容
講話
講話・演習

区　分
半　壊
一部損壊（準半壊）
または床上浸水
一部損壊（10%未満）

金　額
100,000円
 20,000円
 
10,000円

ＬIＮＥ  始めました！ＬIＮＥ  始めました！
塩竈市LINE公式アカウント塩竈市LINE公式アカウント

暮らしに役立つ
情報を配信中！

のりた
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