
月のお知らせ２  

■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)
※2月13日㈫まで保守点検期間で休館

■四季のイベント「ひな祭り」
　好きな色をいっぱい塗って、おひ
な様のぬり絵を完成させよう。
と　き　２月14日㈬～３月3日㈯

■簡単ストレッチ＆水中運動教室
と　き　２月23日～３月30日毎週㈮
　　　　14:30～16:00(全６回)
参加費　3,000円　
定　員　16歳以上15人
申　込　印鑑、参加費が必要です　

第40回公開セミナー
テーマ　「いますぐ、みんなで肝炎検査」
と　き　２月17日㈯ 13:30～15:30
講　師　院長代行兼副院長　
　　　　福原賢治医師

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。

■とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　2月8日、22日㈭ 10:30～11:30
ところ　ふれあいエスプ塩竈
参加費　各600円 ※当日徴収　
定　員　20歳以上20人
申　込　前日までに電話かファクスで

■スポーツ講習会(２コースから選択)
Aコース(実技)体幹トレーニングとストレッチ
Bコース(座学)
スポーツ傷害講座（応急処置）と栄養学
と　き　2月24日㈯ 17:00～18:30
　　　　受け付け16:30～
講　師　柴田匡一郎さん（仁接骨院　院長）
持ち物　筆記用具、上靴、汗ふき用タオル
対　象　どなたでも
定　員　130人（先着順）
参加費　高校生以上500円当日徴収
申　込　申込用紙を窓口またはフ
　　　　ァクスで（当日申込可）

■トレーニング講習会
   8日㈭19:00～  10日㈯19:00～ 
 15日㈭10:00～  17日㈯19:00～
 24日㈯10:00～　※上靴持参

■とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　2月2日、16日、23日㈮
　　　　10:00～11:30
参加費　各300円　※当日徴収
定　員　20歳以上 15人程度
申　込　前日までに電話かファクスで

■障がい者のためのスポーツ教室
と　き　２月2日、23日㈮ 13:30～15:00
種　目　卓球バレー、ストラックア
　　　　ウト、カローリングなど
申　込　前日までに電話かファクスで

塩釜ガス体育館 ユープル(温水プール)

そのほかの教室も開催中です！

スポーツスポーツ

相談の窓口相談の窓口
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379 

□問 市立病院☎364-5521 FAX364-5529 

暖房機などを廃棄する場合は…
　ストーブやポリタンクなどを廃棄する場合、灯油を使い
切り、中身を空にして粗大ごみに出してください。また、灯
油を廃棄する場合はガソリンスタンドなど（一部回収不可
の店舗有り）に引き取ってもらうか、次の収集運搬許可業
者に依頼（有料）してください。
㈲渋谷清掃 ☎767-7020　㈱カネヒロ ☎366-1161
㈱豊島 ☎362-2474　㈿クリーンセンター宮城☎362-5060

・塩釜ガス体育館 ☎362-1010 FAX362-1099　　・ユープル ☎363-4501 FAX366-0281
かきたん

身 体 障 害 者 相 談
知 的 障 害 者 相 談
生 活 相 談
消 費 生 活 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
生活困窮者自立支援相談
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
ア ル コ ー ル 相 談
行 政 相 談
人 権 相 談
母子父子家庭など特別相談
犬 ･ 猫 の 引 取 相 談 

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

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
平日毎日
2月26日㈪

2月6日㈫・14日㈬
2月14日・28日㈬
2月22日㈭
2月14日㈬
2月20日㈫
2月15日㈭
平日毎日

2月22日㈭

毎　日

10:00～14:00
10:00～14:00
　9:00～16:00
　9:00～16:00
　9:00～16:00
　9:00～17:00
　9:00～15:00
　9:00～17:00
予約制  

  8:30～17:15
  8:30～17:15
予約制（13:00～15:00）
予約制
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

☎/ＦＡＸ362－6865
☎361-9981 ＦＡＸ361-9982
☎355－6913 
☎355－6918
☎363－3715
☎364－7445（予約専用）
☎364－5141
☎363-3630 FAX363-3631
☎364－4786
☎364－1178
☎364－1131
☎364－4786
☎365－3153
☎363－5504
☎364－4786

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

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
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「ここるん」
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）
社会福祉事務所
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
保健センター
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2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

場　　　　所日　　　時相　談　内　容 電　　話
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月のお知らせ２

■塩竈市営汽船広告募集
　塩竈市営汽船では、時刻表・船内
ポスター・ホームページの広告を募
集します。掲載費用は市営汽船の運
航費に充てられます。
募集期限　2月28日㈬
問・申込 浦戸振興課市営汽船係
　        ☎361-7710

■平成30・31年度市小規模工事な
　ど契約希望者の登録受け付け
　市が発注する小規模な工事（設計
額130万円以下）の受注を希望する
方の登録受け付けを行います。必要
書類は市ホームページまたは財政
課で配布します。
受　付　2月19日㈪～(9:00～16:00)
□問 財政課管財契約係☎355-5781
　
■学校給食納入業者の登録説明会
　と申請受付（平成30・31年度）
　市の学校給食用物資納入業者は
登録制です。登録を希望する方は申
請手続きをしてください。

登録説明会 ※申請書類を配布します
と　き　３月８日㈭ 15:00～16:00
ところ　公民館旧図書室（東玉川町）
申請受付
と　き　３月9日㈮～16日㈮9:00～16:30
ところ　教育総務課（壱番館３階）
□問 教育総務課保健食育係☎355-8461

■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　①5日㈪ 15:30～コーラス
② 9日㈮ 13:30出前講座(エアロビクス)
③23日㈮ 13:30～スポーツ教室
④24日㈯ 9:00～サロン
ところ　①④は地域活動支援センター
　　　　②藻塩の里③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　２月８日㈭ 13:30～15:30
ところ　まちカフェ竹下園（壱番館内）

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

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

献血の日程献血の日程

休日などの診療休日などの診療

●赤石病院

JR仙石線

至松島国道45号線
●GS

●
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

募集・案内募集・案内
対　象　認知症に関心のある方、相
　　　　談したい方
参加費　300円　※出入り自由
□問 塩竈市西部地区地域包括支援センター
    ☎367-0414(平日8:30～17:30)

■「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　2月21日㈬ 13:30～15:30
ところ　壱番館5階和室　※申込不要
対象者　認知症の家族を介護してい
　　　　 る方、認知症に関心のある方
参加費　100円
□問 塩竈市西部地区地域包括支援センター
    ☎367-0414(平日8:30～17:30)

「はたちの献血」キャンペーン実施中！
①塩竈市役所（本庁舎）※駐車場あり
　２月８日㈭ 10:00～12:00、13:00～16:00
②鹽竈神社※駐車場あり
　2月21日㈬ 10:30～12:00
③塩釜保健所※駐車場あり　　　
　2月21日㈬ 13:30～15:00
□問 生活福祉課総務係☎364-1131

◇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。
◇水道水中および公立保育所
（園）・学校給食で放射性物質は
検出されませんでした。　
※詳細は市のホームページ（震災
　関連情報）で公開しています

12月の放射線測定結果

受付／9:00～15:00

2月4日㈰

11日㈰

12日(月・祝)

18日㈰

25日㈰

3月4日㈰

うじいえ歯科医院

あいざわ歯科クリニック

皆川歯科医院

はぎわら歯科医院

すがや台歯科医院

目黒歯科医院

七ヶ浜町湊浜字入生田90-4

利府町利府字新屋田前２２イオン利府２F

塩竈市本町８－２

多賀城市町前3-1-17

利府町菅谷台3-7-1

塩竈市宮町１－９

☎357-1727

☎767-5650

☎366-2385

☎366-6400

☎767-6480

☎362-0633

□問 2018塩釜フード見本市実行委員会事務局（塩釜商工会議所内）☎367-5111

　塩竈のこだわりの食品が勢ぞろい。各事業者が個別のブースに商品を
展示、全国のバイヤーとの商談会が開催されます。
　人気の企画コーナー《しおがま屋》では、“素材を活かし、美味しく、賢
く、楽しく”をコンセプトに家庭でもできる簡単レシピを紹介します。
　市民の皆さんも会場で塩竈の食の魅力を再発見してみては！
　2018フード見本市【一般入場】　と　き　２月６日(火)14：00～15：30
　　　　　　　　　　　　　　　  ところ　ホテルグランドパレス塩釜

2018塩釜フード見本市
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わかりん

月のお知らせ２  

■長寿社会課非常勤職員募集
　（①事務補助員②認定調査員）
雇用期間　4月１日～平成31年3月31日
※②の産休代替雇用は、雇用終了時
　期が前後する場合あり
募集人数　①若干名②２人(うち１
　　　　　人は産休代替雇用)
勤務時間　①②とも㈪～㈮
　　　　　9:00～16:00(週30時間)
業務内容　①高齢者福祉業務に関
　　　　　する事務補助　②要介
　　　　　 護認定の訪問調査業務
賃　金　①時給800円②1,300円

※社会保険・雇用保険加入
資格要件　①パソコン操作ができ
る方　②保健師、看護師、介護支援
専門員のいずれかの資格を有し、普
通自動車免許をお持ちの方
受付期限　２月15日㈭
応募方法　履歴書(②の場合資格証
の写しも必要)を持参または郵送
問・申込 長寿社会課☎364-1204
〒985-0052塩竈市本町1番1号

■塩釜地区休日急患診療センター看護師募集
採用予定日　4月1日（相談可）
募集人数　２人
勤務時間　㈯18:30～22:30
（日・祝日・年末年始）8:30～17:00
※月３～４日程度
勤務場所　塩釜地区休日急患診療センター
資格要件　看護師または準看護師
　　　　　 免許を有すること
□問 保健センター☎364-4786

■保険年金課非常勤職員募集
　（事務補助員）
雇用期間　４月１日～平成31年3月31日
募集人数　4人
勤務時間　㈪～㈮ 9:00～16:00
　　　　　（週30時間）
賃　　金　時給800円

　　※社会保険・雇用保険加入
受付期限　2月16日㈮
応募方法　履歴書を持参または郵送
問・申込 保険年金課保険総務係☎355-6497
〒985-8501塩竈市旭町1-1

■消防事務組合非常勤職員(火葬　
　場業務員)募集
勤務期間　４月１日～平成31年3月31日
募集人数　２人
勤務時間　8:30～17:15のうち６時間
賃　　金　月額160,600円
受付期限　２月16日㈮
　8:30～16:30(土日・祝日除く)

応募方法　履歴書持参または郵送
□問 消防事務組合総務課人事教養係  
    ☎361-1624
〒985-0021塩竈市尾島町17-22

■平成30年度自衛官等募集
募集種目・受付期間
①自衛隊幹部候補生
　３月１日㈭～５月1日㈫
②予備自衛官補
　４月６日㈮まで
③自衛官候補生(男子)募集中
※応募資格、試験日などは問い合わ
　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

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〉
●㈱アルト　　 ●リボンレイ教室狩野明美さん  ●阿達健吾さん 
●石澤清人さん ●岩ケ谷博さん ●遠藤民雄さん ●大澤浩一さん 
●大野章子さん ●岡﨑　稔さん ●小川秀人さん ●甲斐一智さん 
●小宮路すえこさん ●坂田宗昭さん ●澤村正治さん ●島田正彦さん 
●菅原　満さん ●鈴木克美さん ●関水一美さん ●高木健一郎さん
●高橋博之さん ●瀧川通夫さん ●武井正徳さん ●竹内徳彦さん
●田代　充さん ●棚橋和憲さん ●谷本　明さん ●塚田佑介さん
●出口博之さん ●中林　純さん ●中村由香子さん ●原口大輔さん
●樋口明香さん ●平岡靖敏さん ●紅谷昌宏さん ●古澤智章さん
●松崎美和さん ●矢ケ崎弘明さん ●矢菅　健さん

〈市立病院へ〉
●黒羽根美智子さん ●佐藤みつさん ●婦人と暮らしを考える会 
●東日本自動車学校　

■もぐもぐ離乳食教室
と　き　2月22日㈭ 10:00～12:30
ところ　保健センター
対　象　第１子で6～8カ月の赤ちゃんとママ
募集人数　10組(先着順)
募集期間　2月1日㈭～16日㈮
参加費　200円(材料代)
持ち物　エプロン、おんぶひも、バスタ
オル、普段使っている乳児用スプーン
申　込　保健センターへ電話で
□問 保健センター☎364-4786

■宝くじコミュニティ助成を受けました
　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。
　この助成を受けて次の２団体が
防火備品、防火資材を整備しました。
○「玉川小学校少年消防クラブ」
　テントや拡声器、トランシーバー
　などを整備
○「南錦町自主防災会」
　炊き出し器やエンジンチェーン
　ソー、トランシーバーなどを整備
□問 市民安全課防災係☎355-6491

■「一流アスリート誘致先導事業」
　小椋久美子 ふれあいスポーツ
　フェスタin塩竈
　「オグシオ」の
愛称でおなじみ
の小椋久美子さ
ん（北京オリン
ピックバドミン
トン日本代表）
が来塩します。
　２階観覧席で
自由に見学でき
ます。
と　き　３月３日㈯10:00～12:00(予定)
ところ　塩釜ガス体育館
内　容　模範試合、バドミントン技術
練習および試合、質問コーナーなど
□問 生涯学習課スポーツ振興室
    ☎362-1023

募集・案内募集・案内

お詫びと訂正
広報しおがま１月号10ページ「平
成29年交通安全ポスター作文コン
クール表彰者」の氏名に誤りがあり
ました。お詫びして訂正します。
正：阿部玲菜さん（三小１年）
誤：阿部玲奈さん（三小１年）
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月のお知らせ12月のお知らせ２

■被災者生活再建支援金（加算支援
　金）の申請期限が１年延長
　被災者生活支援金（加算支援金）
の申請期限が平成31年４月10日
まで延長されました。
　なお、基礎支援金の申請は平成30
年４月10日で終了です。申請がお済
みでない方は手続きしてください。
　これまで支給を受けた方への追
加支給を行うものではありません。
基礎支援金 住宅の被害程度に応じて支給
加算支援金 住宅の再建方法に応じて支給
□問 生活福祉課総務係☎364-1131

■児童手当の申請を忘れずに
　児童手当は中学3年生までの児
童を養育している方に支給されま
す。受給には、申請が必要です。
　出生や転入などで新たに受給資格
が生じた場合は、15日以内に児童手
当認定請求書を提出してください。
認定されると受給資格が生じた日の
属する月の翌月分から支給されます。
　受給資格があり、現況届の提出が
ない方は、６月分以降の手当が支給
されません。
平成29年10月～平成30年1月の支給
支給日　2月5日㈪
※入金確認は翌日以降にお願いします
□問 保険年金課医療係☎355‐6519

■就学援助制度をご存じですか？
　市では、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。来年度から
は、希望者を対象に新入学用品費を
４月に支給します。詳細は市のホー
ムページをご覧ください。
□問 学校教育課学校教育係☎365-3216

■償却資産（固定資産税）の申告を
　１月１日現在、市内に固定資産税
の対象となる償却資産（事業用の機
械、備品、構築物など）を所有してい
る方は申告が必要です。申告が必要
な方で用紙が届いていない場合は
連絡ください。
　申請書の様式は、市のホームペー
ジからダウンロードできます。　　

　また、インターネットを利用した
電子申告も受け付けています。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■暴力団問題など無料出張相談所開設
　弁護士や警察官などが暴力団問題な
どに関する相談に応じます。予約不要
と　き　２月８日㈭ 13:00～16:00
ところ　壱番館５階会議室２
相談内容　不当な金品要求、債権取立など
□問 宮城県暴力団追放推進センター 
    ☎215-5050

■税理士無料税金相談
と　き　2月24日㈯ 10:00～15:00
ところ　公民館２階第１会議室（東玉川町）
□問 東北税理士会塩釜支部☎362-8773

■小中学校非常勤職員募集
　（①給食調理補助②学校用務補助）
雇用期間　4月1日～平成31年3月31日
募集人数　若干名
勤務時間　㈪～㈮週5日　

①1日7時間　②1日6時間
賃　　金　時給800円
受付期限　２月9日㈮
応募方法　履歴書を持参または郵送
問・申込 教育総務課総務係☎362-7744
〒985-0052塩竈市本町1―1

■小中学校非常勤職員募集
　(①特別支援教育支援員②学び適応サ
　ポーター③小中一貫教育非常勤講師)
雇用期間　4月1日～平成31年3月31日
募集人数　①～③若干名
勤務時間　①週30時間(年間200日以内)
②③週20または30時間(年間200日以内)
賃　　金　①②時給800円
　　　　　③時給1,500円

資格要件　③のみ教員免許(小学校、
　　　　　中学校(英語))
受付期限　2月16日㈮
応募方法　履歴書を持参または郵送
問・申込 学校教育課学校教育係
           ☎365-3216
〒985-0052塩竈市本町1-1

■生涯学習センター非常勤職員募集
雇用期間　4月1日～平成31年3月31日
募集人数　１人　勤務内容 事務補助
勤務時間　㈪～㈮9:30～16:30
賃　　金　時給800円
　　　　※社会保険、雇用保険加入
応募条件　パソコン操作ができる方
受付期間　２月６日㈫～20日㈫
応募方法　履歴書を持参または郵送
問・申込 ふれあいエスプ塩竈☎367-2010
〒985-0036 塩竈市東玉川町9-1

■公立保育所臨時保育士募集
 

※①～④保育士資格必要
雇用期間　４月1日～平成31年3月31日
募集人数　①６人程度　②～④各5人程度
賃　　金　時給1,100円
受付期間　2月1日㈭～20日㈫
応募方法　所定の申込書、保育士証の
　　　　　写し、または卒業見込証明
　　　　　書を持参の上、下記まで
□問 子育て支援課保育係☎353-7797

２月の納期限
○国民健康保険税(11期)

納期限は２月28日㈬です

受賞者
翁　千秋さん（塩竈市）
島津和人さん（塩竈市）
菊池きはじさん（七ケ浜町）

船　名
しおね
浦風
夕凪

最 優 秀 賞

優 秀 賞

生活情報生活情報

□問 浦戸振興課市営汽船係☎361-7710

募集・案内募集・案内

　４月に就航する塩竈市営汽船の小型船の船名が「しおね」に決定しま
した。船名募集には市内外から124点の応募があり、選考の結果、次のと
おり決定しました。最優秀賞「しおね」には、「塩釜の美しい港にいつも潮
の音が響きわたるように・・・」との思いが込められています。最優秀賞の
方は３月下旬に予定している就航式で表彰されます。

うらかぜ

ゆうなぎ

市営汽船の新しい船名が「しおね」に決定

週5日 7時間45分
(７:30～19:15の間)
㈯7時間45分
(7:30～17:15の間)
平日4時間（15:15～19:15）
平日3時間(16:15～19:15)
㈪～㈯２時間(7:30～9:30の間)

①

②

③

④

勤 務 時 間
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