
事　　業　　名　　　　　　　　　 　日　　時　　　 　　　  対　象　　   定  員　  参加費　  申 込

 

※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

■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！　

3日㈯10：00、10日㈯19:00、
22日㈭14：00、30日㈮10:00
24日㈯10:00～12:00
8、22日㈭10:00～11:30
16、30日㈮10:00～11:30
7、14、21日㈬10:00～11:15
5、12、19、26日㈪
19:15～20:30

17日㈯9:00～11:45

1,100円

400円
650円
400円
650円

650円

予約制

当日可

予約制

高校生以上

20歳以上

どなたでも

トレーニング講習会

ノルディックウォーキング
とっても簡単ボールでエクササイズ
とっても簡単セラバンドで筋力アップ
ボールで健康教室

からだ改善エクササイズ

家族みんなでスポーツDAY
大人300円
小中高200円
未就学児無料

芸　　術芸　　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）　
■墨画受講生展
　植物、風景、美術館にあるモチーフ
など、モダンな墨の世界に触れなが
ら墨画表現を学んできました。墨色
の美しさや深みをご覧ください。
と　き　4月6日㈫～20日㈫
　月曜休館10:00～17:00（入館受
付は16:30まで）
※会期中、壱番館北側ショーウィン
ドウにも作品を展示しています

スポーツスポーツ
塩釜ガス体育館

☎362-1010　FAX362-1099

■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）

ユープル（温水プール）
☎363-4501　FAX366-0281

10人

10人
20人
20人
20人

20人

150人

■まちと記憶と映画館
　展覧会「塩竈のチリ地震津波の写 
真展」
　塩竈の昭和時代の記憶を集める本
プログラムは今回、未来へと語り継
いでゆく記憶として、1960年に起
きたチリ地震津波からまちが復興し
ていく様子に注目します。災害を乗
り越えてきた経験を振り返り、改め
てその知恵に耳をすませる機会にな
れば幸いです。
　今回は、チリ地震津波の写真と復
興後の街並み写真などを市民の皆さ
んからお寄せいただいたエピソード
と併せて展示します。

と　き　4月29日(木・祝)～6月13日㈰
　　　　10:00～17:00
観覧料　一般200円、高校生100円
　メンバーシップ会員・中学生以下
無料

チリ地震津波にまつわる記憶を募集中
　エピソードなど、美術館までお寄
せください。

　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います。各教室などの情報は、HPをご覧ください。

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

体育館・温水プールHP

▲

４月のお知らせ

4月19、26日㈪　14:30～15:20 （全8回）
5月10、17、24、31日㈪　6月7、14日㈪ 

4,000円
印鑑必要初心者向け水泳教室 16歳以上（男女） 8人

教　室　名　　　　　　　　　　　日　　　時　　　 　　　　　 　 対　象　　          定  員　      参加費　    

※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

広報しおがま2021年4月号15



■骨髄バンクドナーに骨髄の提供に係
る通院などの助成金を交付します
対　象　骨髄などの提供時から市内
に住所を有している方で、他の法
令に基づく助成を受けていない方
助　成　骨髄などの提供に係る通院、
入院などに要した日数1日につき
2万円を上限（7日間）
□問保健センター☎364-4786

■保護司へのお誘い
　住みよい地域のために、犯罪の無
い明るい社会を目指し、誤って犯罪
や非行した人の立ち直りのお手伝い
をしませんか。
□問塩釜地区保護司会・塩釜市保護司会
　菊地☎090-6687-2295 
　鎌田☎090-8921-3783

■ジュニア・リーダー募集
　塩竈市ジュニア・リーダーサーク
ル「杉の子村」では、子ども会やイベ
ントなどで活躍したい中学1年生～
高校3年生を募集します。一緒に活
動してみませんか。
□問生涯学習課学習支援係☎362‐2556

■広報アドバイザー募集
　広報しおがまに対する意見をお寄
せいただきます。
募集年代　市内在住の20歳以上の方
※常勤の公務員、議員などを除く

募集人数　2人
任　　期　6月～令和4年5月
申　　込　住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号、職業、応募理由
をはがきかファクス、メールで
募集締切　4月16日㈮当日消印有効
□問秘書広報課市政情報係☎355-5728

■藻塩の里4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　17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」
　☎361-0631 FAX361-0632

■令和3年度塩竈市職員採用試験の
　お知らせ
採用日　令和4年4月1日
職種・人数　一般事務（大卒程度）・若干名
受験資格　平成4年4月2日から平成
12年4月1日までに生まれた方
受付期間　受付中～4月30日㈮
受験期間　5月1日㈯～5月21日㈮
試験内容　SPI3(総合適性検査)
申込手続　「リクナビ2022」からエ
ントリー（Web上）

※受験案内や試験情
　報は、市HPを確認
　ください
□問総務課人事給与係☎355-5056

■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4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
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

■2021年度海上保安官等採用試験
①海上保安官採用試験
受付期間　3月26日㈮～4月7日㈬
1次試験　6月6日㈰
②海上保安学校学生採用試験
受付期間　3月26日㈮～4月2日㈮
1次試験　5月16日㈰
※詳細はQRコード
　を参照
□問宮城海上保安部管理課☎363-0114

■育児サークル「いちごクラブ」会員募集
対　象　平成31年4月2日～令和2年
4月1日生まれのお子さんと保護者

活動場所　ここるん、つどいの広場、エスプなど
活動期間　5月～翌3月（月1回）主に㈭
定  員　11組　年会費　3,500円
申　込　4/8㈭13:30から電話受付のみ
□問ここるん☎363-3630、363-3631

 ４月のお知らせ

募集・案内募集・案内

“お二人へのプレゼント“
　〇市内で使用できる食事券
　〇夫婦の写真を入れた婚姻届の写し
“お二人に用意しました”
　・「オリジナルデザイン婚姻届」登場
　・記念写真を撮影できる「フォトスタジオ」設置

“お二人へのプレゼント“
　〇市内で使用できる食事券
　〇夫婦の写真を入れた婚姻届の写し
“お二人に用意しました”
　・「オリジナルデザイン婚姻届」登場
　・記念写真を撮影できる「フォトスタジオ」設置

婚姻届を提出した方へ 障がいに関わるマークを知ろう⑪
「ライフイベント記念事業」を始めました！
　「塩竈市に住んで良かった」と思える
まちを目指して、4月1日㈭から、塩竈市
に婚姻届を提出された方などを対象に
「ライフイベント記念事業」をスタート
しました。

　耳の聞こえない人、音声言語障
がい者、知的障がい者や外国人な
どが筆談でのコミュニケーショ
ンの配慮を求めるときに提示し
たり、役所、公共および民間施設
など、筆談による対応ができると
ころが提示できるマークです。

□問生活福祉課障がい者支援係
　☎364-1131

筆談マーク ※日本ろうあ連盟策定

□問市民安全課窓口係☎355-6494
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■在宅障がい者の方に令和3年度タクシー
利用券、自動車燃料助成券を交付します

対　象　身体障害者手帳1級、2級、
呼吸器機能障害3級（在宅酸素療
法者）、療育手帳A、精神障害者保
健福祉手帳1級、2級のいずれかを
お持ちの方

内　容（①～③のいずれか選択）
①タクシー利用券（600円券×4枚/月）
②自動車燃料助成券（1,200円券×1枚/月）
③原動機付自転車（400円券×3枚/月）
※自動車税の減免を受けている方は
燃料券のみ選択できます

※移送サービス利用券（長寿社会課）
との併給はできません

申　請　手帳（自動車燃料費助成の
場合は、車検証、運転者の免許証）を
持参のうえ、生活福祉課へ

受　付　3月31日㈬～
□問生活福祉課障がい者支援係
　☎364-1131 FAX366-7167

■木造住宅震災対策事業
　昭和56年（1981年）以前に建てら
れた住宅は倒壊しやすいことが分か
っています。木造住宅の耐震診断や
改修工事、危険ブロック塀の解体工
事に支援を行っています。
①木造住宅耐震診断助成事業（30件）
　自己負担額8,400円（規模により額加算あり）

②木造住宅耐震改修工事助成事業（14件）
　最大100万円の耐震補助金（補助率4/5）
　最大20万円の上乗せ補助金（補助率1/2）
③危険ブロック塀等除却事業（10件）
　最大30万円の除却補助金（補助率
2/3、6,000円/㎡）
　最大10万円の上乗せ設置補助金
（補助率1/3、4,000円/m）
受　付　令和4年1月31日㈪まで事
前問い合わせの上、直接窓口へ
□問定住促進課☎364-1126 

■優良民間社会福祉事業施設に金一
　封が下賜されました
　2月23日、天皇誕生日に際し、社会
福祉事業御奨励のため、天皇陛下か
ら下記の施設に対し金一封が下賜さ
れました。
拝受者　社会福祉法人 千賀の浦福祉会
　　　　特別養護老人ホーム清楽苑

■4月6日㈫～15日㈭は
　「春の交通安全県民総ぐるみ運動」
運動の基本
①子どもと高齢者をはじめとする歩
行者の安全確保
②自転車の安全利用の推進
③歩行者などの保護をはじめとする
安全運転意識の向上
□問市民安全課市民生活係☎355-6486

■令和３年度塩竈市協働まちづくり
　提案事業を募集します
　町内会や市民活動団体が協働し、
創意工夫でコミュニティの強化や課
題の解決など、地域で自主的に取り組
む活動に対し助成金を交付します。
対象事業　町内会、子供会、市民活動
団体、その他適当と認める団体が
協働して行う事業
申込期限　4月19日㈪
応募方法　所定の申請書等を提出
選定方法　評価委員会による選定
問・申込 市民安全課協働推進室☎361-1773 

■こどもほっとスペースづくり支援事
　業助成金の受け付けを開始します
　子どもたちの放課後などの居場所
（こどもほっとスペース）づくりを行う
団体に事業の立ち上げや運営に必要な
費用を助成します。
事業例　子ども食堂、学習支援、プレー
パークなど
対　象　市内で上記の事業を行う団体
申請方法　所定の申請書などを提出
受付期間　4月1日㈭～11月30日㈫
※予算がなくなり次第受け付け終了
□問子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■農業委員を募集します
　7月4日で任期満了になる塩竈市農
業委員会の農業委員を募集します。
推薦・募集人数　7人
業務内容　農地法に基づく許認可、
農地利用の最適化に関する業務、農
業に関する相談対応・助言指導など
応募資格　農業に関する識見を有し、
職務を適切に行うことができる方

任　　期　3年（令和3年7月5日～
令和6年7月4日）
選考・任命　農業委員候補者評価委員
会の選考を経て、市長が候補者を決
定し、議会の同意を得て任命します。

募集期間　募集中～4月19日㈪
申　　込　水産振興課（壱番館2階）
窓口に申込書を提出してくださ
い。申込書は、窓口のほか、市HPよ
りダウンロードできます。
□問水産振興課浅海農政係☎364-2222

生活情報生活情報 募集・案内募集・案内

愛犬の予防注射を
忘れないでね
愛犬の予防注射を
忘れないでね
　生後91日以上の飼い犬
は狂犬病予防注射が義務
付けられています。
費用
登録犬　3,150円
　　　　（注射、注射済票）
未登録犬　6,150円
　　　　（登録、注射、注射済票）

□問市民安全課市民安全係
　☎355-6486

～ 塩釜地区消防事務組合から ～
　春の火災予防運動の一環として募集した令和3年度防火標語入選作品
が決定しました。
　特選「消したかな　家族で確認　ヨシ！よし！良し！」
　　　志村 貞夫 さん（会社員） 　□問消防本部予防課指導係☎361-1617

注射日程と会場
実施日　　  　時  間　　　　会　場

 9:30～11:00

9:30～11:00
9:30～10:30
9:30～10:30
9:30～11:00
13:50～14:15

9:30～11:00

二又スポーツ広場
（杏友園前駐車場）
保健センター駐車場
月見ヶ丘霊園駐車場
法務局隣地市有地
塩釜ガス体育館駐車場
浦戸ブルーセンター
市役所駐車場

4月21日㈬

4月22日㈭
4月23日㈮
4月26日㈪

4月27日㈫

5月30日㈰

４月のお知らせ
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■「第1回市民清掃」中止のお知らせ
　4月11日㈰実施予定の市民清掃は、
新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により宮城県内全域に独自の緊急
事態宣言が出されたことを受け、皆さ
んの安全を考慮し、中止します。道路
側溝土砂の回収も中止します。
※次回は6月27日㈰です
□問環境課クリーン対策係☎365-3377

■「罹災証明書」「罹災届出証明書」の
　申請受付
対象　①2月13日㈯発生の福島県沖
地震または、②3月20日㈯発生の宮
城県沖地震で被害を受けた住家など

受付期限　①5月14日㈮
　　　　　②6月21日㈪
受付時間　8:30～17:15（平日のみ）
持ち物　本人確認書類（運転免許証
など）、マイナンバーが分かるも
の、被害状況が分かる写真（ある場
合）、代理の場合は委任状。
※被害の調査を希望する方は連絡く
ださい。調査員が伺い調査します
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■災害ごみの受け付け
　破損した瀬戸物やガラス類などの
災害ごみの持ち込みを無料で受け付
けます。

対 　象　3月20日㈯の地震によっ
て発生したごみで、自ら処分場へ
搬入するもの。
搬入期限　4月30日㈮
搬入時間　8:30～16:00（平日のみ）
搬入場所　廃棄物埋立処分場（利府町赤沼）
必要書類　税務課で発行する「罹災
証明書」または「罹災届出証明書」
□問環境課クリーン対策係☎365-3377

■4月分から国民年金保険料が変わります
国民年金保険料 月額16,610円
　前納納付書で納めると保険料が割
引されます（納入期限有り）。なお、口
座振替、全額免除または納付猶予に
該当する方には、納付書を送付しま
せん。一部免除該当の方には、4～6
月分の一部免除納付書、7月に7月分
以降の定額納付書を送付します。
□問仙台東年金事務所☎257-6111

■小学校入学準備支援金を支給
支給条件　監護している第3子以降
のお子さんが小学校へ入学するこ
と。5月1日時点で、保護者の方が
塩竈市に住所を有していること
支給額　3万円/対象児童1人
申請方法　パンフレット（小学校経
由で配布）を確認の上、申請書を下
記窓口に提出。
□問子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■不登校支援事業を充実しました　
　塩竈市教育支援センター「コラソン」
　4月から適応指導教室けやき教室
と学びの支援センターコラソンの2
施設を統合し、教育支援センターコ
ラソンを開設します。学習意欲を喚
起させるとともに、社会的な自立を
支援するため、個別の学習支援およ
び基本的生活習慣やソーシャルスキ
ルを身に付ける支援をします。教育
相談も随時行います。
開設時間　㈪～㈮9:00～15:00
場　　所　海岸通10-18
□問教育支援センターコラソン☎385-6066
  　　　　学校教育課☎365-3216

■在宅介護家族の支援制度
①紙おむつ引換券
対　象　要介護度3以上の65歳以上
の方を在宅で介護している家族
助成額　課税世帯：1,500円／月
　　　　非課税世帯：3,000円／月
②リフト付きタクシーチケット
対　象　要介護度3以上の65歳以上
の在宅の方で、寝たきりや車いす
利用など、一般の交通機関が利用
できない方
申　請　4月1日㈭から長寿社会課
で受け付けます。①②とも介護保
険証を持参ください。
□問長寿社会課長寿支援係☎364-1204

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

4月の
お 知 ら せ

のりた

2月16日の断水に伴う上下水道料金の減免のお知らせ
このたびの断水により、皆さまにご不便とご迷惑をおかけしました。
復旧にあたり、ご理解と協力いただきました市民の皆さま、
ご尽力いただいた応援職員の皆さまに心より感謝申し上げます。

□問水道お客さまセンター☎364-1411

4月の納期限

　　○国民健康保険税(1期)
　　○介護保険税（1期）
納期限は４月30日㈮です

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＞
●㈱七十七銀行●塩釜市漁協販売事業㈱
●塩釜リーグ・塩釜ドラゴンズ
●NTTドコモ東北応援社員募金
●宮内由子さん●大島靖生さん
●㈱白寿殿●村山市立西郷小学
校児童会環境委員会
＜市立病院へ＞
●東日本自動車学校●佐藤忠一さん

断水に伴うにごり水解消などの使用分の負担軽減のため上下水道料金を減免します。
対　象　全世帯（3月検針分の4月請求分）
　　　　※2月15日以前に水道を使用中止した方、2月20日以降
               に水道を使用開始した方は対象になりません
内　容　上水道の基本料金を15%減免
　　　　上水道および下水道の従量料金減免
　　　　（断水地域 2㎥・通水地区1㎥）
※手続き不要。詳細は折込チラシをご覧ください。

り  さい り  さい
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