
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379

　風の強い日は集積所に出したごみが、風で飛ばされ散乱する恐れがあり
ます。特にプラスチック製容器包装は軽くて飛ばされやすいため、網やカ
ゴを設置するなど、ごみの飛散防止にご協力ください。

ワンポイントで 「ごみ」に関する情報を連載しています。家
庭で行っているアイディアなどをお寄せください。 
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月のお知らせ３  

◇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。
◇水道水中に放射性ヨウ素およ
びセシウムは検出されません
でした。
◇公私立保育所（園）・学校給食で
放射性セシウムは検出されま
せんでした。
※詳細は市のホームページで公
　開しています

１月の放射線測定結果

かきたん

■家庭教育支援総合推進事業
　「食育講座」参加者募集
　お子さんと、体に優しくほっとす
るご飯を作ってみませんか？
と　き　3月26日㈰ 9:45～14:00（予定）
ところ　公民館(東玉川町)調理室
対　象　市内小学1～3年生とその保護者
参加費　1,000円（親子１組）
持ち物　三角巾・エプロン、タッパ
ー、カップ、はし、上履き、ご飯茶わん
募集人数　12組24人（先着順）
申込期間　3月1日㈬～16日㈭
※アレルギーをお持ちの方は、事前  
　に問い合わせください
問・申込 生涯学習課学習支援係
　　　  ☎362-2556

■藻塩の里３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㈫15：30～コーラス
　　　　②10日㈮13:30～スポーツ教室
　　　　③14日㈫13:30～書道教室
　　　　④18日㈯9:00～サロン
ところ　①③④は地域活動支援センター
　　　　②は塩釜ガス体育館　
□問 地域活動支援センター「藻塩の里」
    ☎361-0631 FAX361-0632

■塩釜市シルバー人材センター入会説明会
　あなたの知恵と技、地域社会で生
かしてみませんか？
と　き　3月16日、4月6日㈭
　　　　10:00～12:00
ところ　尾島町集会所

※日程が変更になる場合もあるので、
　１週間前までに確認をお願いします。
□問 塩釜市シルバー人材センター☎367-5940

■認知症カフェ「しゃべり場　壱休庵」
　楽しみながら認知症について語
り、相談してみませんか？
と　き　3月14日㈫ 13:30～15:30
ところ　まちカフェ竹下園(壱番館内)
参加費　300円
□問 塩竈市北部1地区地域包括支援センター
    ☎361-3822

■「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　３月15日㈬ 13:30～15:30
ところ　壱番館５階和室
内　容　今年度の振り返りと次年度
　　　　 の活動について話し合い
※参加費、申込不要
□問 塩竈市北部２地区地域包括支援センター
    ☎362-1911

■「8020よい歯のコンクール」応募者募集！
対　象　6月4日現在満80歳以上
で、歯が20本以上（治療完了）の健
康状態が良い方

応募方法　官製はがき（ファクス
可）に住所、氏名（フリガナ）、生年月
日、年齢、電話番号、かかりつけ歯科
医院または最寄りの歯科医院を記
入の上、応募ください。
応募締切　4月14日㈮
※審査結果は応募者に通知
※受賞者は、第35回宮城県歯科保健
　大会(11/18㈯)で表彰されます
問・応募先 宮城県歯科医師会「コンクール事務局」
〒980-0803　仙台市青葉区国分町1-5-1
☎222-5960　FAX215-3442

と　き　３月12日㈰
　　　　10:00～12:00
　　　　13:00～16:00
ところ　ヨークベニマル塩釜店
　　　　※駐車場あり

■高校生六人奇天烈絵画展　がたがた展。 
塩竈市杉村惇美術館

　東北生活文化大高校美術・デザイン科二期生の中山雄飛さん、中田シュ
ナさん、二階堂貴文さん、牧野勇貴さん、勅使河原和貴さん、鉄本真心さん
によるグループ展。※入場無料
と　き　3月9日㈭～16日㈭10:00～17:00（月曜休館）
　　　　※9日は13:00～、16日は15:00まで
■公開参加型ディスカッション「リノベーションでつなげる・ひろげる まちの魅力と可能性」
と　き　3月９日㈭18:00～　参加費　500円（ワンドリンク付）
□問 塩竈市杉村惇美術館☎362-2555

寺島 ハル さん
（大正６年２月９日生まれ）

山崎 たき さん
（大正６年１月20日生まれ）

イメージキャラクター
　「シルマグちゃん」
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月のお知らせ３

ノロウイルスによる感染性胃腸炎にご注意ください

子ども安全サポーター募集

一次試験日　６月11日㈰
□問 仙台国税局人事第二課試験研修係
    ☎263-1111(内線3236)

■認知症サポーター養成講座
　「認知症」についての正しい知識
と対処について学び、認知症の人や
家族を温かく見守る応援者を養成
する講座です。
と　き　３月14日㈫ 10:00～11:30
ところ　市民活動センター(北浜4-6-52)
定　員　50人
参加費　無料
申込方法　3月10日㈮まで電話で
問・申込 塩釜市社会福祉協議会
           ☎364-1213

大切に使わせていただきます。 
ありがとうございました。

■公立保育所臨時保育士募集
 

雇用期間　4月１日～平成30年3月31日
募集人数　①若干名②４人
　　　　　③④各５人
賃　　金　時給1,100円　　
資格要件　①～④要保育士資格
申　　込　申込書(子育て支援課で配
　　　　　 布)、保育士証の写し、また
　　　　　 は卒業見込証明書を持参
問・申込 子育て支援課保育係
           ☎353-7797

■平成29年度自衛官募集
陸・海・空自衛隊幹部候補生
申込期間　３月１日㈬～５月5日㈮必着
応募資格　平成30年４月１日現在、
22歳以上26歳(修士課程修了者など
は28歳)未満。院卒者試験は修士課程
修了者などで、20歳以上28歳未満
予備自衛官補（一般・技能公募）
申込期限　４月７日㈮必着
応募資格　一般:18歳以上34歳未満
　　技能:18歳以上で国家免許資格
　　などを有する方(年齢上限あり)
※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

■平成29年度国家公務員「国税専
　門官採用試験」(大卒程度)
受験資格
１．昭和62年4月2日から平成8年
　 4月１日生まれの方
２．平成8年４月２日以降生まれの
　 方で次に掲げる方
(1)大学卒業した方および平成30
　 年3月までに卒業見込みの方
(2)人事院が(1)に掲げる方と同等
　 の資格があると認める方
受付期間　3月31日㈮～4月12日㈬
申込方法　インターネット申し込み
国家公務員試験採用情報NAVI
(http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm)
※インターネット申し込みができ
　ない場合は、問い合わせください

市立病院News

〈市へ〉
●東北電力㈱塩釜営業所
●ユアテック㈱塩釜営業所
●小野直彦さん　●鈴木一成さん
●野口　剛さん

〈市立病院へ〉
●黒羽根美智子さん　●菅原モリさん
●千葉賢治さん
●東日本自動車学校

〈社会福祉協議会〉
●塩釜市西部地区民児協OB会
●相原誠一さん　●後藤悦子さん
●渡辺　守さん

食事の前やトイレの後には、手を洗いましょう
　寒くなるとノロウイルスなどによる感染性胃腸炎の
発生が増加します。ノロウイルスは、症状がなくても便
に排泄されていることがあります。自分がかかったり、
他の人にうつさないようにするため、食事の前やトイ
レの後には、石けんと流水でよく手を洗いましょう！

　朝夕の子どもたちの登下校時の交通指導やパトロール活動をしていた
だく「子ども安全サポーター」を募集しています。
　毎日の散歩や買い物に行く時間などを利用して子どもたちを見守るこ
とでも構いません。
　「できること」を「できるとき」に、
「できる範囲」で行っていただくこと
を基本としています。ご協力いただ
ける方は、お近くの小学校または下
記まで問い合わせください。
□問 学校教育課学校教育係☎365-3216

お詫びと訂正
　広報しおがま２月１日号、７ページの「藤倉児童館・放課後児童クラブ
(仲よしクラブ)の管理運営者変更」の記事で、仲よしクラブの開設時間と
休業日の記載に誤りがありました。日曜日・祝日は開設と記載しました
が、休業日の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
　[仲よしクラブの開設時間・休業日]

  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

7時間45分※月～土の間の5日間
(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）
月～土　２時間(7:30～9:30)

①

②

③

④

勤　務　時　間

平日：授業終了～18:00(延長利用　18:30まで)
土曜日：8:30～18:00
学校の休校日(長期休みなど)
8:30～18:00（延長利用18:30まで）
日曜日・祝日　・　年末年始(12月29日～1月3日)

開 設 時 間

休 　 業 　 日
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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
　診療時間9:00～17:00
■土曜準夜 受付（小児科 15歳まで）18:30～21:30
　診療時間19:00～22:00

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

月のお知らせ３  

　※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。

受付／9:00～15:00

■被災者生活再建支援金基礎支援
　金の申請期間を再延長
　被災者生活再建支援金の基礎支
援金の申請期間が平成30年4月10
日まで再延長されました。
　申請がお済みでない方は、忘れず
に申請してください。なお、加算支援金
の申請も平成30年4月10日までです。
□問 生活福祉課総務係☎364-1131

■弁護士無料法律相談会
と　き　３月17日㈮ 10:00～16:00
ところ　壱番館２階建設部小会議室
相談内容　夫婦・家族問題、解雇や
賃金未払いなどの労働問題、金銭の
貸し借りなどの生活上の取引問題
※事前予約優先
問・予約 法テラス東松島
☎050-3383-0009(平日9:00～17:00)

■女性司法書士による女性のため
　の無料法律相談会
　県内在住もしくは県内に職場の
ある女性を対象に、女性司法書士が
無料で電話、面談による相談を行い
ます。※面談相談は予約優先
と　き　３月19日㈰ 10:00～16:00
相談専用電話　☎0120-216-870
面接相談　宮城県司法書士会総合相
談センター（仙台市青葉区春日町8-1）
　　　　　　 ※託児サービスあり
相談内容　セクハラ、ＤＶ、借金、相
　　　　　続、親の介護問題など
問・予約 宮城県司法書士会
            ☎263-6755

■毎月第3㈬は不動産無料相談の日
　日常生活で感じている不動産に
関する質問や疑問などに答えます。

と　き　３月15日㈬ 13:30～15:30
ところ　マリンプラザ（イオンタウン塩釜内）
□問 宮城県宅地建物取引業協会塩釜支部
     ☎368-0422

■労使間トラブルの解決を支援
　宮城県労働委員会では不当解雇、
サービス残業、ブラックバイトなど、
労働者と使用者との労働トラブル
について、話し合いによる解決をお
手伝いしています。
　労働問題に詳しい弁護士などのあ
っせん員が労使の主張などを聞き取
り、双方が納得できる和解などの解決
を目指します。※費用無用、秘密厳守
□問 宮城県労働委員会事務局（県庁17階）
    ☎211-3787

■非常勤職員(①保健師②管理栄養士
　③休日急患診療センター看護師)募集
雇用期間　4月1日～平成30年3月31日
募集人数　①１人 ②若干名 ③2人
勤務時間　①㈪～㈮1日6時間(応相談)
　　　　　②不定期(月数回)
　　　　　③土曜準夜帯18:30～22:30
　　　　　　日曜・祝日 8:30～17:00
　　　　　　(ローテーションで月数回)
賃　　金　①時給1,600円
　　　　　　②時給1,100円
　　　　　③問い合わせください
申込方法　履歴書持参または郵送
問・申込 保健センター☎364-4786
〒985-0003塩竈市北浜4丁目8-13

　

JR仙石線

●赤石病院
至松島国道45号線

●
坂総合病院

●GS

休日急患
診療センター
（医師会館1F）

下馬駅
西塩釜駅

3月5日㈰

12日㈰

19日㈰

20日(月・祝)

26日㈰

4月2日㈰

目黒歯科医院

熊谷歯科口腔外科クリニック

杉山歯科医院

こう歯科クリニック

西村歯科医院

せいの歯科医院

塩竈市宮町1-9

塩竈市佐浦町13-22

多賀城市大代5-2-1

多賀城市下馬2-8-5

松島町磯崎字磯崎105-3

多賀城市東田中2-40-32-102

☎362-0633

☎366-4712

☎364-6478

☎362-5213

☎353-4092

☎365-0099

　今年に入り、塩釜地区管内のセルフスタンドで火災が発
生しました。原因は利用者がガソリンを給油した際、うっ
かり静電気除去を怠ったため、静電気がガソリン蒸気に引火したものです。
　この時期は空気が乾燥し静電気が帯電しやすく類似事故の発生が懸念
されます。ガソリンなどの危険性を理解し、安全な取扱方法を再確認して
ください。
❶ガソリンは、マイナス40度という低温でも気化し、衣服や人体にたまっ
　た静電気の小さな火花でも引火する爆発性の高い物質です。
❷セルフスタンドで給油する際は、静電気を安全に除去しましょう。
❸セルフスタンドには各種の安全装置が設けられ、危険物取扱
　者の資格を持った従業員による安全確認も行われています  
　が、利用者の「つい・うっかり」が思わぬ事故につながります。
　ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項や手順を守り、安全に
　給油しましょう。
□問 消防本部予防課保安係☎361-1616

のりた

ガソリンスタンドでの「つい・うっかり」は危険です！
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月のお知らせ９12月のお知らせ３

■平成29年度市民清掃の日程
　今年の市民清掃は次の日程で行
います。詳細は、実施月の広報しお
がまおよび「市民清掃のお知らせ
（町内会回覧版）」をご覧ください。
○第１回　４月９日㈰
○第２回　６月18日㈰
○第３回　10月15日㈰
※小雨決行。雨が強いときは翌週へ順延
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377

■引っ越しに伴う手続きはお早めに
　引っ越しに伴う水道使用の開始・
中止の連絡は早めにお願いします。
　なお、土日祝日・夜間の受け付け、作
業はできませんのでご注意ください。
□問 水道お客さまセンター☎364-1411

■自動車の登録・検査手続きはお早めに
　毎年３月（特に最終週）は自動車の
登録・検査の申請が集中し、混雑が予
想されます。この時期に登録・検査を
予定している申請者の方は、早めの申
請をお願いします。
□問 東北運輸局宮城運輸支局
    (登録)☎050-5540-2011
    (検査)☎235-2517

■在宅酸素濃縮器の電気料を一部助成
対　象　酸素療法が必要な呼吸機
　　　　能障害者（身体障害者手帳
　　　　1～3級）で、医師の指示に
　　　　より在宅で酸素濃縮器を
　　　　使用している方
申　請　身体障害者手帳、印鑑、銀
行通帳（本人名義）、業者の証明書を
お持ちの上、生活福祉課へ
受　付　３月１日㈬～
※継続の方も申請が必要
※助成は４月からです
□問 生活福祉課障がい者支援係
    ☎364-1131

 ３月の納期限
 　 ○国民健康保険税(1 2期)　

納期限は3月31日㈮です

■窓口の時間延長と休日開庁
　年度末・年度初めの平日窓口は、大変込み合います。下記の期間、窓口延長
と休日開庁を行います。引っ越し手続きや証明書取得時に利用ください。
期　間　３月21日㈫～４月３日㈪　平日8:30～18:30　土日9:00～17:00
【届け出】
①住所変更(転出、転入、転居)  ②世帯変更 ③印鑑登録、廃止申請
④自動交付機の利用申請       ⑤住民基本台帳カードの券面事項更新
⑥マイナンバー(個人番号)カードの受け取り、券面事項更新
⑦通知カードの受け取り、券面事項更新
※広域交付住民票、住民基本台帳カード、マイナンバーカードを利用した転
　入手続きは平日17:00まで
※異動に伴う国民健康保険、児童手当、子ども医療費助成などの手続きも可能
【証明書発行】
①戸籍謄・抄本 ②住民票の写し ③印鑑登録証明書 ④身分証明書など
【納税相談】
　３月27日㈪～31日㈮は18:30まで納税相談と納税受付を行います。
□問 市民安全課窓口係☎355-6494・税務課納税推進室☎355-5936

身 体 障 害 者 相 談
知 的 障 害 者 相 談
生 活 相 談
消 費 生 活 相 談
職 業 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
介 護 保 険 相 談
成 人 健 康 相 談
こ こ ろ の 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
行 政 相 談
人 権 相 談
母子父子家庭など特別相談
犬･猫の引き取り（有料） 

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
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
3月27日㈪
3月2日㈭
3月9日㈭
3月1日・15日㈬
3月8日㈬
3月21日㈫
3月16日㈭
平日毎日

3月30日㈭

毎　日

10:00～14:00
10:00～14:00
　9:00～16:00
　9:00～16:00
　8:30～17:15
　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

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
ハローワーク塩釜（塩釜公共職業安定所）
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
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）
長寿社会課（壱番館1階）
保健センター
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
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3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

☎/ＦＡＸ362－6865
☎361-9981 ＦＡＸ361-9982
☎355－6913 
☎355－6918
☎362－3361
☎363－3715
☎364－7445（予約専用）
☎364－5141
☎363-3630 FAX363-3631
☎364－4786
☎364－1178
☎364－1204
☎364－4786
☎364－4786
☎365－3153
☎363－5504

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

場　　　　所日　　　時相　談　内　容 電　　話

　市では、市政に関する情報やイ
ベント情報、冠水や通行止めに関
する災害情報など、担当部課ごと
にフェイスブックを開設し、随時
情報発信しています。
　現在、政策課、建設部、水道部、エ
スプ、市民図書館、市民交流センタ
ーの６部課で開設中！「塩竈市
Facebook運用一覧」と検索する
か市ホームページ(トップページ)
からアクセスしてください。
□問 政策課市政情報係☎355-5728

やっています！

広報しおがま2017年3月号15
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