２月のお知らせ

スポーツ
塩釜ガス体育館
☎362-1010 FAX362-1099
事

業

※参加申し込みは、窓口、電話、ファクスで
※参加の際は、運動できる服装、上靴・飲み物を持参ください
※各教室・イベントの詳細はHPをご覧ください

名

日

時

3日㈬10：00、10日㈬19:00

トレーニング講習会

20日㈯19：00、27日㈯14:00

対 象

定 員

参加費

高校生以上

10人

1,100円

とっても簡単ボールでエクササイズ

4、18日㈭10:00〜11:30

20歳以上

20人

650円

とっても簡単セラバンドで筋力アップ

12、26日㈮10:00〜11:30

20歳以上

20人

400円

ボールで健康教室

3、10、17日㈬10:00〜11:15

20歳以上

20人

650円

からだ改善エクササイズ

1、8、15、22日㈪19:15〜20:30 20歳以上

20人

650円

障がい者の為のスポーツ教室

12、26日㈮13:30〜15:00

１団体のみ

7日㈰9:00〜11:45

どなたでも

家族みんなでスポーツDAY
＆ニュースポーツ アジャタ
（スポーツ玉入れ）体験会
ユープル（温水プール）
☎363-4501 FAX366-0281

■一般開放

申込

予約制

当日可

―
大人300円 予約制

150人 小中高200円
未就学児無料

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）

■小学生のための健康増進・体力づくり ※18：00以降の小学生の利用は保護者の同伴が必要です
毎週㈮15:00〜21:00は小学生のプール利用が無料です。楽しく遊んで運動不足を解消しよう！
■運動不足を解消しませんか？ ウォーキングなどの「水中運動教室」、音楽に合わせ行う「アクアビクス」や「水泳教
室」、軽運動場で行う「ヨーガ教室」などの教室を開催。1回ごとに参加可能です。さまざまな教室にチャレンジしてみ
ましょう！

〇イベント・教室の詳細情報はホームページをご覧ください

芸

術

塩竈市杉村惇美術館
☎362-2555 FAX794-8873
※月曜休館（祝日の場合は翌日）

■若手アーティスト支援プログラム
Voyage かんのさゆり・菊池聡太朗展
「風景の練習 Practicing Landscape」
写真家・かんのさゆりさんによる、
仙台近郊や石巻、閖上、女川などの沿
岸地域で撮影した、ここ数年で現れ
た風景や新しい住宅地を中心とした
写真作品と、建築/美術作家・菊池聡
太朗さんによる、増改築を繰り返す
特異な内部空間を持つ、とある家の
考察に、塩竈やその周辺地域を訪ね
歩き、出会った素材を加えたインス
タレーションを「風景の練習」という
テーマのもとに構成し展示します。
と き 2月6日㈯〜3月28日㈰
10:00〜17:00（入館受付は16:30まで）
観覧料 一般500円 大学生・高校
生400円 メンバーシップ・中学
生以下無料 ※常設展込

▲

体育館・温水プールでは、新型コロナウイルス感染症予防措置を講じ
各教室など開催しております。各教室などの情報は、HPをご覧ください。

体育館・温水プール HP

■関連企画
出展作家によるギャラリートーク
と き 2月13日㈯ 14:00〜
ところ 企画展示室
定 員 15人
（要予約）
展示観覧料で参加いただけます。
■風景について考えてみるイベント「歩行」
出展作家とともに視点を共有しな
がら塩竈を歩き、そこで出会った素
材をもとに風景を考えてみます。
と き 2月23日
（火・祝）
13:30〜
（3時間程度）
参加費 1,000円（材料費、展示観覧券付）
定 員 15人／要予約
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募集・案内
■学校栄養士募集
雇用期間 随時〜令和3年3月31日
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
■令和３年度 塩竈市会計年度任用
職員（保育士）募集
職種 勤務時間
①
保育士

7時間30分（週5日）
（7：30〜19：15の間）

②
③

朝2時間（7：30〜9：30）
延 長 夕4時間（15：15〜19：15）
保育士 ㈯のみ 7時間45分
（7：30〜18：15の間）

雇用期間
募集人数
資格条件
勤務場所

令和3年4月1日〜令和4
年3月31日
①3人②2人③3人
保育士資格
市内の公立保育所

賃

金

①月給189,200円
②月給151,400円
③時給1,210円
社会・雇用保険加入・期末手当・交通
費支給・休暇制度あり
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、下記まで提出
※詳細は問い合わせください
問 子育て支援課保育係☎353-7797
□

■塩釜地区休日急患診療センター医
療事務員(会計年度任用職員)募集
雇用期間 随時〜令和3年3月31日
資格条件 医療事務資格または、1年
以上の医療事務実務経験を有する者
勤務場所 塩釜地区休日急患診療セ
ンター（錦町7-10）
勤務時間 土曜日 ：18:30〜22:30
日・祝日：8:30〜17:00
賃
金 時給1,300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、資格の写しを下
記まで提出。
問・申込 保健センター☎364-4786

市立病院 News
○在宅医療のご案内
在宅医療とは、自宅・施設まで医師や看護師
が定期的に訪問し診療や看護にあたる医療の
ことです。
「病気や障がいが原因で通院が困難になっ
てきた」、
「自宅で最期を迎えさせてあげたい」
といった要望にお応えしますので、気軽にご
相談ください。

■「夜間、休日の救急対応」
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
□

⓯

広報しおがま2021年2月号

■戦没者等のご遺族に第11回特別
弔慰金が支給されます
支給対象者 令和２年４月１日（基準
日）に、
「公務扶助料」や「遺族年金」な
どの受給者（戦没者等の妻や父母）が
いない場合に、以下の順番で順位が
先のご遺族一人に支給。
戦没者などの死亡当時の ①子②
父母 ③孫 ④祖父母 ⑤兄弟姉妹⑥戦
没者等の死亡時まで引き続き１年以
上の生計関係があった甥、姪など。
※支給対象の方が令和２年４月２日
以降に亡くなられた場合には、相
続人が請求できます
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
申請期間 令和5年3月31日まで
※令和２年４月１日以降に請求手続き
が済んでいる方は必要ありません
問 生活福祉課総務係☎364-1131
□

献血の日
と き 2月9日㈫
①10:00〜12:00 ②13:00〜16:00
ところ 味噌醤油醸造元 太田與八
郎商店駐車場（宮町2-42）
※駐車場はありませんので、公共交
通機関をご利用ください
問 生活福祉課総務係☎364-1131
□

環境課ワンポイント通信 №195
プラマークのないものはもやせる
ごみです！
プラスチック製容器包装の指定袋（オレンジ色の指定
袋）に入れて出せるものはプラマークが付いたプラスチッ
クのみになります。プラマークの付いたものはリサイクル
されています。
プラマークのないプラスチック製のもの（例：バケツ、ペ
ン類、歯ブラシなど）はもやせるごみ（袋に入らなければ粗
大ごみ）として出し
てください。
※「ごみの出し方虎
の巻保存版」や生活
応援アプリ「ポケし
Android用
iOS用
お」
を確認し、正しい
しおがま生活応援アプリ「ポケしお」
分別をお願いします
問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379
□

２月のお知らせ

募集・案内
■あなたのまちで座談会
市長が皆さんの地域におじゃまし
ます。懇談をしながら塩竈の魅力を
再発見し、さらに磨きをかけるため
に意見を交わしませんか。
と き 随時（調整のうえ決定します）
１回60分程度
ところ 集会所、公共施設など
対 象 町内会、自治会(合同も可)
1団体5人程度
申 込 申込書を下記まで提出
※詳細はお問い合わせください
問・申込 市民安全課協働推進室
☎361-1773 FAX361-1782
■しおがま男女共同参画推進審議会
委員を募集します
対 象 塩竈市在住の方で、会議（平
日日中）に出席が可能な方
募集人数 3人以内
任 期 委嘱の日から2年間
主な活動 市が年に数回（1〜3回程
度）開催する審議会に出席し、男女
共同参画に関する事業や、これか
ら策定する計画案に対して意見を
いただきます。
報 酬 会議出席1回につき5,000
円を支給します。
応募方法 応募用紙に男女共同参画
の意見を記入のうえ、下記まで提
出してください。応募用紙は下記
窓口で配布または市HPからダウ
ンロードできます。
選考方法 応募資格の確認および書
類審査を行います。選考結果は後
日通知します。
申込期限 2月12日㈮（必着）
問・申込 市民安全課協働推進室
☎361-1773 FAX361-1782

■難聴者等生活支援講座
と き 3月13日㈯ 10:00〜12:00
ところ 宮城県聴覚障害者情報センター
内 容 「活かそう！聞こえを補う
脳の力」をテーマに、自分の「聴く」
「読む」力を活かして補える機器な
ど、自身も難聴者である講師から
オンラインによる講話です。
定 員 15人
問 宮城県聴覚障害者情報センター
□
☎393-5501 FAX393-5502
■盲ろう者（視覚と聴覚の両方に障
がいがある方）向け生活訓練
障がいの程度やニーズに合わせた
通訳･介助の支援を受けながら、日常
生活や社会生活に必要な知識や技術
の取得を目的に開催します。
と き 3月12日㈮ 13:00〜15:00
ところ 宮城県聴覚障害者情報センター
内 容 盲ろう者のオンラインの可
能性や展望、課題などオンライン
による講習です。
申込期限 2月26日㈮
申 込 ①氏名、②市町村、③連絡先、
盲ろう者に必要な通訳・介助（音
声・筆記・接近手話・触手話・手のひ
ら書き、点字）を記入してください
問 宮城県聴覚障害者情報センター
□
☎393-5501 FAX393-5502

定 員 各回15人
※事前申込 ①氏名、②市町村、③連
絡先を記入してください
問 宮城県聴覚障害者情報センター
□
☎393-5501 FAX393-5502
■高次脳機能障害相談事業家族学習会
と き 2月13日㈯ 14:00〜15:40
ところ 宮城県リハビリテーション支援センター
内 容 講話「なりたい自分になるために！
〜今まで、そしてこれからへの挑戦〜」
対談「高次脳機能障害の当事者と
家族として」
対 象 高次脳機能障害者の家族
申込期限 2月5日㈮まで
問・申込 宮城県リハビリテーション支援
センター☎784-3588
■藻塩の里2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
都合の良い時間においでください
※各活動は1時間程度です
※コーラス・スポーツ教室・書道教室
の開催は未定です
問 地域活動支援センター
「藻塩の里」
□
☎364-0631 FAX361-0632

寄付していただきました

＜市へ＞
■難聴者等トータルコミュニケーシ
ョン教室
と き 2月6日㈯ 13:30〜15:30
2月22日㈪ 13:30〜15:30
ところ 宮城県聴覚障害者情報センター
内 容 なぜ聞こえにくくなるのか、
補聴器の購入方法などのお話と、参
加者同士の交流の時間があります。

市 役 所「 東 第 二分庁舎」(新設)を供用開始します
崩落の危険のある市役所本庁舎北側法
（旧北分庁舎）
東第二分庁舎
面の安全対策工事のため、これまで確定申
告や国勢調査の会場となっていた北分庁
塩竈市役所
舎を解体します。その機能移転先として
東側
本庁舎
Ｐ
入口
正面入口
「市役所東第二分庁舎」を建設し2月上旬
に供用開始します。
新分庁舎のおもな機能
塩釜税務署
〇市民相談室 〇消費生活相談室
〇納税相談室
問 財政課管財契約係☎355-5781
□
※確定申告会場（2/16〜3/15）

●塩竈カジキ釣り大会実行委員会・くろしおF.C
●鈴木南海子さん●ハワイアンリボンレイ
●全日本海友婦人会塩釜支部

＜市立病院へ＞
●東日本自動車学校●佐藤忠一さん
●㈱白寿殿

〈社会福祉協議会へ〉
●塩釜聖光幼稚園
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
広報しおがま1月号広告掲載内容の
お詫びと訂正
みやぎ生協の広告内容に誤りがありま
した。次の通り訂正します。
塩釜杉の入店の閉店日
（誤）2020年1月20日
（正）2021年1月20日
市民の皆さま、および関係各位に多
大なるご迷惑をおかけしましたこと、
謹んでお詫び申し上げます。
広報しおがま2021年2月号
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※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。

のりた

生活情報
■児童扶養手当と障害年金の併給調
整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正によ
り、令和3年3月分（令和3年5月支
払）から障害年金を受給している方
の児童扶養手当の算出方法が変わり
ます。
児童扶養手当を受給するには申請
が必要です。3月1日より前でも申請
は可能です。ただし、すでに児童扶養
手当受給資格者としての認定を受け
ている方は申請は不要です。
※3月１日に支給要件を満たしてい
る方は、6月30日までに申請すれ
ば、3月分の手当から支給できます
申請・問 子育て支援課☎353-7797
■国民年金保険料「追納制度」を利用
ください
保険料の免除などを受けた期間が
あると、将来受け取る金額が少なく
なります。免除・納付猶予などの承認
された期間が10年以内であれば保
険料を追納することができます。た
だし、3年度目以降に追納する場合、
当時の保険料に一定の加算金が上乗
せされます。
問 保険年金課給付年金係☎355-6498
□
問 仙台東年金事務所☎257-6111
□
■児童手当の支給について
支給日 2月5日㈮（令和2年10月〜

令和3年1月分）※入金の確認は翌
日以降にお願いします
受給資格があり現況届の提出が無
い方には、6月分以降の手当を支給
できません。提出していない方は至
急お願いします。
問 保険年金課医療係☎355-6519
□
■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支給
しています。支給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
□
■軽自動車の手続きはお早めに
3月は名義変更、廃車などの各種
手続き、検査申請が集中し、大変混雑
します。特に週末や中旬以降に集中
するため、手続きは早めに済ませる
よう協力ください。
問 軽自動車検査協会宮城主管事務所
□
☎050-3816-1830
■宝くじコミュニティ助成で「消防
団旗」を整備しました
コミュニティ助成は、
（ 財）自治総
合センターが宝くじの社会貢献広報
事業として地域活動に助成するもの
です。この助成を受け塩竈市塩竈消
防団が「消防団旗」を整備しました。
問 市民安全課防災係☎355-6491
□

防災ラジオを有償で配布します
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発災などの際に自宅避難も
推奨しており、その情報収集用として防災ラジオを限定500台、1台
1,000円で配布します。希望の方は申込書を下記へ提出してください。
※ラジオは1世帯(1社)1台とし、申込多数の場合は抽選となります
申込書配布・受付場所
①津波防災センター（マリンゲート隣）
市 HP でも申請書を
ダウンロードできます
②市民安全課 協働推進室（本町9-30）
③マリンプラザ（イオンタウン１階）
④市民安全課防災係(本庁舎2階)※郵送・FAXでも受付可
受付期間 2月1日㈪〜19日㈮
ラジオの機能 防災無線に連動して防災緊急情報を
放送します。
申込先・問 市民安全課防災係☎355-6491 FAX361-1587
〒985-8501 塩竈市旭町１番１号

⓱
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■宮城県最低賃金の改正
宮城県最低賃金（時間額）825円
（効力発生日 令和2年10月1日）
特定（産業別）最低賃金（時間額）
①鉄鋼業 925円
（効力発生日 令和2年12月15日）
②電子部品・デバイス・電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器具製
造業 864円
（効力発生日 令和2年12月20日）
③自動車小売業 891円
（効力発生日 令和2年12月24日）
問 宮城県労働局賃金室☎299-8841
□
■防災行政無線試験放送を実施します
試験放送日時 2月17日㈬11：00
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。防災行政無線や78.1FMベ
イウェーブで試験放送を行います。
問 市民安全課防災係☎355-6491
□

募集・案内
■市営住宅・県営住宅入居者募集
３月１日㈪から定住促進課（壱番
館庁舎2階）で申し込み用紙を配付し
ます。申込資格は以下の方です。
一般世帯 月収額158,000円までの方
裁量世帯（障がい者や未就学児童含
む世帯）月収額214,000円までの方
※地域優良賃貸住宅（子育て支援住
宅）は月収額259,000円までの方
申 込 3月1日㈪〜12日㈮(消印有効)
までに宮城県住宅供給公社へ郵送
問 宮城県住宅供給公社☎224-0014
□

12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
２月の納期限
○介護保険料（6期）
○後期高齢者医療保険料（8期）
○国民健康保険税(11期)
納期限は３月１日㈪です

