
塩釜ガス体育館
☎362-1010　FAX362-1099

■とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　①5月15日㈫10:30～11:30
　　　　②5月24日㈭10:30～11：30
ところ　①保健センター
　　　　②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

■小学生スポーツ教室(３，４年生)
と　き　5月17日㈭～11月15日㈭
　　　　（全20回）17：00～18：15
定　員　30人　参加費　8,000円
申　込　5月13日㈰までに申込用 
　紙に参加費を添えて窓口へ

■ノルディックウォーキング
と　き　５月26日㈯10：0０～11：30
集　合　体育館正面玄関前
参加費　300円　※当日徴収
定　員　20歳以上10人
申　込　申込用紙に記入の上、窓口
または電話かファクスで
持ち物　運動着、運動靴、上靴、
リュックまたはウエストポーチ、
タオル、飲み物

■トレーニング講座
と　き　6月4日㈪～9月10日㈪
　　　　(全13回)10:00～11:30
参加費　6,000円
定　員　20歳以上15人程度
申　込　6月4日㈪までに申込用紙
　に参加費を添えて窓口へ

■父と母のバドミントンレッスン
と　き　6月13日㈬～8月１日㈬
　　　　(全8回)19：15～20：45
定　員　20歳以上20人
参加費　6,500円
申　込　５月７日～6月10日までに
　申込用紙に参加費を添えて窓口へ

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)

■アクアビクス
と　き　5月10日、 17日、 24日、
　31日㈭
　11：00～11:45、19:30～20:15
参加費　600円/回　※事前登録制

■トレーニング＆ストレッチ講習会
と　き　5月28日㈪14:30～15:30
定　員　16歳以上 15人程度
参加費　300円　※参加登録不要
※そのほかの教室も開催中です

塩竈市杉村惇美術館
☎362-2555　FAX794-8873

■まちのきおくをあつめる、かたる  
　小野幹 写真展「昭和のしおがま」
と　き　5月3日(木・祝)～6月3日㈰
　10:00～17:00　月曜休館
観覧料（写真展+常設展セット）
　一般200円、高校生100円、中学生
　以下およびメンバーシップ無料

 関連企画
写真家・小野幹さんギャラリートーク
と　き　5月26日㈯11:00～12:00
　　　　※観覧料で参加可

■こども探偵事務所・指令9
　「ランプが描かれた作品を調査」
　杉村画伯がよく描いたランプの作
品についてクイズを解きながら鑑賞
し、絵のなぞにせまります。
と　き　5月26日㈯14:00～15:00
対　象　小学生　※参加無料

■「魅惑のバザール＆新井孝弘×　
　U-zhaanインド音楽ライブ」
　(貸館)
　仙台&塩竈などからファッション、
占い、フードまで素敵なお店が勢ぞ
ろい。 子どもが楽しめるワーク
ショップやパン万博も開催
と　き　5月4日（金・祝）
バザール 12:00～17：00※入場無料
ライブ　開場17:30 開演 18:00
料　金　前売3,000円(当日3,500円)
　小中学生1,500円、未就学児無料

と　き　5月23日㈬
①第二管区海上保安本部
　9:30～12:00※駐車場あり
②介護老人保健施設グリーンヒルズ
　13:30～16:30※駐車場なし
※献血カードまたは運転免許証など
　本人確認書類をお持ちください
※協力企業、会場も募集中
□問生活福祉課総務係☎364-1131

スポーツスポーツ

芸　　術芸　　術 献血の日献血の日

5月のお知らせ

□問環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379　□問市立病院☎364-5521 FAX364－5529
　

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。

市立病院News市立病院News 環境ワンポイント通信 №162環境ワンポイント通信 №162
４月に着任した医師を紹介
　　　　日下彬子医師（外科）
　塩竈の風を感じながら、  真摯
（しんし）に診療にあたりたいと
思います。
　どうぞよろしくお願いします。

「衣類は素材により出し方が変わります」

　衣類のうち、資源物として出せるのは素材が「綿、絹」
100％のものです。それ以外の「化学繊維、革、毛糸な
ど」のものは、もやせるごみに出してください。
　正しく分別することでリサイクルが推進
され、資源の有効活用が図られます。
　皆さんのご協力をお願いします。

あきこ
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■市営住宅・県営住宅入居者募集
　6月1日㈮から定住促進課（壱番館
庁舎2階）で申込用紙を配布します。
申込資格
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)のみ月収額259,000円までの方
申　込　6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

■違反対象物公表制度がスタート
　4月１日から、消防機関が重大な
消防法令違反を確認した場合、建物
の名称や所在地、法令違反の内容が
公表されるようになりました。
対　象　旅館や規模の大きい飲食店、
　病院、福祉施設など自力で避難す
　ることが困難な人が利用する建物
□問消防本部予防課保安係☎361-1616

■危険物取扱者試験準備講習会
と　き　6月6日㈬9:00～16:30
ところ　塩釜商工会議所(港町1-6-20)
対　象　乙種第４類の受験者
定　員　50人(先着順)
参加費　2,200円(テキスト代)
受付期間　5月21日㈪～6月1日㈮
申込場所　塩釜地区管内の各消防署
□問塩釜地区防災安全協会☎361-1619

■個人向け普通救命講習会
　毎月1回開催します。 詳しくは、消
防本部ホームページを確認いただく
か、下記まで。
□問消防本部警防課☎361-1612

塩釜ガス体育館
☎362-1010　FAX362-1099

■トレーニング講習会
　  9日㈬10:00～ 12日㈯10:00～
　19日㈯19:00～ 24日㈭19:00～
　26日㈯14:00～

■とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　５月10日、17日、31日㈭
　　　　10：00～11：30
参加費　各300円　
定　員　20歳以上各15人程度

申　込　窓口または電話かファクスで
　　　　※当日申込可

■障がい者のためのスポーツ教室
と　き　５月11日、25日㈮
　　　　13：30～15：00
種　目　卓球バレー、カローリングなど
申　込　前日までに、住所、氏名、参加
　　　　人数を電話かファクスで

■春薫る浦戸島めぐりウォーキング
と　き　５月13日㈰
　※荒天時は翌週（20日）に延期
集合時間　9:00マリンゲート塩釜
行　程　寒風沢、野々島ほか（約６㌔）
参加費　2,500円(保険代ほか)　
定　員　20人（先着順）
持ち物　運動靴、昼食、飲み物、雨具
申　込　5月7日㈪まで電話または
ファクスで

募集・案内募集・案内

スポーツスポーツ

5月のお知らせ

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

 ☎ #8000か022-212-9390（19:00～翌日8:00） 

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

歯科当番医（日曜・祝日）塩釜地区休日急患診療センター

　※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

5月3日（木・祝）

5月4日（金・祝）

5月5日（土・祝）

５月６日㈰

5月13日㈰

５月20日㈰

５月27日㈰

６月3日㈰

☎767-6480

☎366-4712

☎361-5810

☎362-5537

☎361-6330

☎362-5537

☎361-1251

☎389-1182

すがや台歯科医院

熊谷歯科口腔外科クリニック

みや歯科クリニック

はるみ歯科

山本歯科医院

はるみ歯科

永沼歯科クリニック

ありま歯科医院

利府町菅谷台3-7-1

塩竈市佐浦町13-22

塩竈市海岸通10-1三晴ビル２階

塩竈市花立町13-12

七ヶ浜町境山2-13-3

塩竈市花立町13-12

塩竈市梅の宮14-10

多賀城市高橋4-2-1宮城県こども夜間安心コール

新緑の季節は島歩きがオススメ！ (乗船割引の案内 )
割引乗船券は、市営汽船１番乗り場近くの貨物受付室で発行します。

　　　割引の種類 　　　　　　　対象・割引内容
未就学児割引 大人一人につき１人無料

団体割引 15 人以上の同一区間※事前予約必要
 月～金：２割引　土日祝日：１割引
うらと子どもパスポート 小学生以下　土日祝日、学校休校日は無料
障がい者割引 身体障がい者手帳、療育手帳提示で半額
ボランティア割引 市から認定を受けたボランティア団体　3割引
□問浦戸振興課市営汽船係☎361-7710　
　ホームページは 浦戸諸島 で検索
　facebook は フェイスブック塩竈市営汽船 で検索
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■全国一斉情報伝達訓練の実施
　全国瞬時警報システム(Ｊアラー
ト)の情報伝達訓練が行われます。
　市内78カ所の防災行政無線から
試験放送が流れます。災害の発生と
間違えないようにご注意ください。
と　き　５月16日㈬　11:00ころ
□問市民安全課防災係☎355-6491

■工業統計調査にご回答ください
　６月１日現在、製造業に属する事
業所を対象に工業統計調査を行いま
す。実施にあたり５月から６月にか
けて調査員がお伺いしますので、正
確な回答をお願いします。
□問政策課市政情報係☎355-5749

■公立保育所臨時保育士募集
　

※①～④保育士資格必要
※勤務時間などは要相談
雇用期間　5月1日～平成31年3月31日
募集人数　①～④若干名　
賃　　金　時給1,100円
応募方法　所定の申込書、資格証の
　写しをお持ちの上、下記まで
□問子育て支援課保育係☎353-7797

寄付していただきました
＜市へ＞
●及川賢一さん●岩田知子さん
●長谷川ゆきさん
＜市立病院へ＞
●黒羽根美智子さん●佐藤みつさん
●塩釜商工会議所女性会
●東日本自動車学校
　大切に使わせていただきます。
　ありがとうございました。

■市営汽船非常勤職員(甲板員)募集
募集人数　1人※年齢、資格要件なし
雇用期間　7月1日～平成31年3月
　　　　　31日（更新の場合あり）
職務内容　船舶運航に必要な一般船
務作業、船内での乗船券の販売、出
入港作業、荷役作業など
勤務時間　週37時間30分以内
勤務形態　①～③の3交代制
　①5:00～13:15  ②8:45～17:00
　③11:45～20:00
賃　　金　月額180,250円
　※交通費支給(条件、上限あり)
募集期限　6月8日㈮
申　　込　履歴書を持参または郵送
□問浦戸振興課市営汽船係☎361-7710
　〒985-0016塩竈市港町1-4-1

■中学生と赤ちゃんふれあい交流事
　業協力者・ボランティア募集
と　き　二中 6月26日㈫、 27日㈬
　一中 6月28日㈭、 29日㈮
　玉中 7月3日㈫、 4日㈬
　三中 7月5日㈭、 浦中 7月10日㈫
　①10:00～12:30  ②13:00～15:30
ところ　保健センター

協力者　1歳未満のお子さん＆ママ、
　乳幼児のお子さんがいるパパ、妊
　娠8～9カ月の方、
ボランティア　体験実習でお手伝い
　いただける方
□問保健センター☎364-4786

■マリンプラザ・ダンベル体操教室 
　に参加してみませんか？
と　き　５月11日、25日㈮
　6月8日、22日㈮13：30～15：00
ところ　マリンプラザ（イオンタウ
　ン塩釜内）
持ち物　玄米ダンベル（貸出あり）
　ストレッチマットまたはバスタオル
□問保健センター☎364-4786

■藻塩の里5月の余暇活動
対　象　市内在住の障がい者の方
と　き　①7日㈪ 15:30～コーラス
　②12日㈯ 9:00～サロン
　③25日㈮ 13:30～スポーツ教室
ところ　①②は地域活動支援センター
　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

生活情報生活情報

募集案内募集案内

　　　　　　勤務時間

①　週5日　7時間45分
　　（7：30～19：15の間）

②　㈯７時間45分
　　（7:30～17:15の間)

③　平日4時間（15:15～19:15）
　　平日3時間（16:15～19:15）
④　㈪～㈯２時間（7:30～9:30）

5月のお知らせ

ホームページ掲載の「広報しおがま」をカラー化します
　市ホームページに掲載している「広報しおがま」を５月号
から写真のみカラーで掲載します。ご家庭にお届けする広報
紙とはひと味違った「広報しおがま」をご覧ください。
※ 広報しおがま で検索または
　　ＱＲコードから読み取り→
□問政策課市政情報係☎355-5728

　今年の水道週間スローガンは、「水道水　安全　おいしい　金メダル」。
毎日の生活に欠かせない「水」の大切さについて考えてみませんか？
①水道週間作品展
　小学校から募集した作文、 標語、 図画、 習字の作品を展示します。
と　き　6月2日㈯～10日㈰　ところ　ふれあいエスプ塩 アートギャラリー
□問水道部業務課企画総務係　☎364-1415
②梅の宮浄水場を案内します
　約26,000世帯の家庭に水を届けている梅の宮浄水場。 水道週間にちな
み、見学希望の方に施設を案内します。
と　き　6月1日㈮～７日㈭　9：00～15：00（土日除く） 
ところ　梅の宮浄水場（字伊保石418番地）
申　込　梅の宮浄水場に電話で
□問梅の宮浄水場☎362-1444

6月1日～７日は「第60回水道週間」

号
広報
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■月見ヶ丘霊園墓地の貸出募集
貸出区画数　10区画
対　象　市内にお住まいで、墓地が
なく焼骨を寺院などに預けている
方、自宅で保管している方
 申込書類の配布と受付
と　き　5月7日㈪～31日㈭
　　　　8:30～17:15（土日除く）
※申込書類は配布期間中、市ホーム
ページからダウンロードできます
※申込多数の場合は抽選
□問市民安全課市民生活係☎355-6486

■平成30年度(29年中の所得内容) 
　市県民税課税・非課税(所得)証明
　書の発行
①市・県民税が給与から差し引かれ
る方(特別徴収)
②市・県民税を納付書・口座振替で納
めている方および非課税の方

※コンビニエンスストアでの発行は、
　マイナンバーカードが必要です
□問税務課諸税係☎355-5849

■固定資産税・都市計画税の納期限
　30年度の納税通知書は5月初めに
発送します。納期限は次のとおり。
第1期 5月31日　第2期 7月31日
第3期 10月1日　第4期 12月25日
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■軽自動車税の納税通知書を発送
　30年度の納税通知書を４月下旬
に発送しました。納期限は5月31日
㈭です。
□問税務課諸税係☎355-5896

■軽自動車税の減免申請は5月31日
　まで
　身体障がい者の方などの軽自動車
税の減免申請は５月31日㈭までで
す。 昨年度に引き続き減免申請する
方は納税通知書に同封の「軽自動車
税減免申請書（継続）」を、 初めて申
請する方は納税通知書に同封のチラ
シを確認の上、 申請してください。
申請場所　税務課諸税係
□問税務課諸税係☎355-5896

■固定資産税・都市計画税の縦覧
縦覧期間　5月31日㈭まで(平日のみ)
ところ　税務課固定資産税係、浦戸
諸島開発総合センター（浦戸居住
者所有分）
持ち物　印鑑、身分証明書、委任状
（資産の名義人以外が来庁する場合）
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■小学校入学準備支援金の支給
　第３子以降のお子さんなどが、小
学校へ入学した保護者の方に入学準
備支援金を支給します。
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、下記まで
□問子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■特別障がい者手当・障がい児福祉
　手当の支給対象者と支給額
　常時特別な介護が必要な方で、次
の要件に該当する方に支給します。
 特別障がい者手当
対　象　国民年金の障がい等級１級
程度の障がいが重複するなど、 著
しく重度の障がいを持つ20歳以上
の在宅の方。 病院入院中の方など
は該当しません。
手当月額　26,940円
 障がい児福祉手当
対　象　身体障がい者手帳１級およ
び２級の一部、 療育手帳Aの一部

および同程度以上の障がいを持つ
20歳未満の在宅の方
手当月額　14,650円
※障がいを理由とする年金を受給し
ている場合などは該当しません。
□問生活福祉課障がい者支援係☎364-1131

■愛犬の登録と集合予防注射の実施
　今年度最後の集合予防注射です。
集合予防注射を受けられない場合
は、動物病院で受けられます。
と　き　5月20日㈰10:00～12:00
ところ　市役所東側駐車場
料　金　3,100円
　　　　(未登録犬6,100円)
□問市民安全課市民生活係☎355-6486

■ひとり親家庭等日常生活支援事業
　ひとり親家庭などの方が病気や看
護、出張などで家事・育児に困ったと
き、家庭生活支援員（ホームヘル
パー）を派遣します。
□問子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■高等職業訓練促進給付金、自立支
　援教育訓練給付金事業
　児童扶養手当を受給している(ま
たは同様の所得水準)母子・父子家庭
の父母が、自立を図るため養成機関
で修業、または国が指定する教育訓
練講座を受講し修了した場合、給付
金支給制度を利用できます。
※受給要件あり
□問子育て支援課家庭支援係☎353-7797

４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

生活情報生活情報

5月の
お 知 ら せ

　　発行開始　　　発行場所
①　5/14㈪～　税務課窓口
②　6/11㈪～

①　　　　　　　自動交付機

②　6/11㈪～　コンビニエンス　　　　　　　　ストア

お詫びと訂正
広報しおがま４月号17ページに記載した「タクシ―利用券・自動車燃料費
助成券の交付」の記事に一部誤りがありました。 お詫びして訂正します。
正）※自動車税の減免を受けている方は、 燃料券のみ選択可
誤）※自動車税の減免を受けている方は対象外

５月の納期限
○軽自動車税(全期)
○固定資産税・都市計画税(1期)
○国民健康保険税(２期)
納期限は５月31日㈭です
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