
スポーツスポーツ

芸　　術芸　　術

塩釜ガス体育館
☎362-1010　FAX362-1099

■トレーニング講習会
　 ２日㈯19:00～   9日㈯14:00～
　16日㈯14:00～ 22日㈮19:00～
　30日㈯10:00～

■とっても簡単セラバンドで筋力ア
　ップ
と　き　６月７日㈭、15日㈮、21日㈭、
　29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

■とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　①６月12日㈫②6月28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

■障がい者のためのスポーツ教室
と　き　6月8日、22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

■多賀城史跡めぐりウォーキング
と　き　　６月24日㈰※雨天中止
集合場所　9:00 仙石線多賀城駅前

行　程　多賀城駅前～多賀城廃寺跡
　～陸奥総社宮～国府多賀城駅（約
　8キロ）
参加費　1,800円(保険代、昼食代)
定　員　30人どなたでも（先着順）
準備物　動きやすい服装、履きなれ
　た靴、飲み物、雨具
申　込　6月18日㈪まで電話または
　ファクスで

■家族みんなでスポーツＤＡＹ!!
と　き　６月23日㈯ 9:00～11:45
参加費　小中高150円
　大人250円　未就学児無料
持ち物　上靴、飲み物

■ノルディックウォーキング
と　き　６月16日㈯10：00～12:00
集　合　伊保石公園管理棟
　　　　受付9:50～
参加費　300円(保険代)※当日徴収
定　員　20歳以上10人
持ち物　運動着、運動靴、リュックま
たはウエストポーチ、タオル、飲み
物
申　込　申込用紙に記入の上、窓口
　または電話かファクスで

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)

■トレーニング＆ストレッチ講習会
と　き　6月27日㈬15:30～16:30

対　象　16歳以上15人程度
参加費　300円 ※参加登録不要

■着衣水泳講習会
と　き　7月23日㈪14:00～16:00
対　象　小学生30人程度
持ち物　水着、洗濯済の上靴、靴下、
　長そでシャツ、長ズボン
参加費　施設利用料のみ ※申込必要

■夏休みキッズ短期水泳教室
と　き　7月25日㈬～28日㈯
　　　　8:00～9:00(全4回)
対　象　4歳～６歳30人
参加費　3,000円 ※印鑑必要

■四季のイベント「七夕」
　短冊に願いごとを書いて、飾ろう
と　き　6月22日㈮～7月7日㈯
※そのほかの教室も開催中！

塩竈市杉村惇美術館
☎362-2555　FAX794-8873

■暮らしの市
と　き　7月7日㈯・8日㈰
　　　　10:00～15:00※入場無料

■若手アーティスト支援プログラム
　Voyage　田中望・氏家昂大展
　期待される若き画家・陶芸家によ
る作品展。塩竈を題材にした新作も。
と　き　7月7日㈯～8月26日㈰
　　　　10:00～17:00
観覧料　一般500円　大学・高校生
　400円　中学生以下無料
※月曜休館。ただし7/16開館(翌日休館)

6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。

「家庭でのごみ焼却は、禁止です」
　ごみの不法焼却は、煙や悪臭を発生させ、周辺住民の
方に迷惑をかける行為です。また、ダイオキシンを発生
させることもあり、環境汚染の原因になっています。
　苦情を受けた際は、職員が現場に向かい、注意指導を
行っています。
　不法焼却は罰則行為です。皆さんのご協力をお願い
します。

■６月から皮膚科外来の診療日が変更になります
　診療日　　毎週木曜日
　受付時間　7:30～11:30（診察開始は9:00～）
　担当医　　東北大学病院医師
■理学療法士・作業療法士の募集を行っています
　詳しくは市立病院ホームページまたは下記まで

市立病院News市立病院News 環境課ワンポイント通信 №163環境課ワンポイント通信 №163
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■「縄文土器づくり」体験者募集！
　塩竈市・多賀城市・松島町・七ヶ浜
町・利府町の合同事業です。
と　き　①7月1日㈰10:00～12:00
　　　　②8月4日㈯ 9:30～14:00
※受付は開始30分前から
ところ　①多賀城市史遊館②七ヶ浜
　町歴史資料館
※現地集合、現地解散
対　象　小学生の親子(全日程参加
　できる方)
定　員　２市３町合計で10組20人
　(先着順)
参加費　400円/組（子ども、保護者
とも１人増えるごとに200円追加）
申込方法　6月20日㈬まで電話で
問・申込 生涯学習課学習支援係
　☎362-2556

■中・高校生の夏休み保育体験学習
　子どもを育てることの楽しさや大
変さを体験し、命の大切さを実感で
きる貴重な機会です。
事前研修会　7月21日㈯10:00～12:00
保育体験　下記の日程から1つ選択。
　希望者多数の場合は調整
　①7月23日㈪～27日㈮
　②7月30日㈪～8月3日㈮
　③8月  6日㈪～10日㈮
事後研修会　８月中旬
体験場所　市内保育所・保育園、仲よ
　しクラブ、ひまわり園

対　象　市内在住・在学の中高生40
　人程度(申込多数の場合、初めての
　方優先)
参加費　給食代、保険代などの実費
申込方法　市役所や各学校にある「申
　込用紙」で６月11日㈪まで下記へ
問・申込 生涯学習課学習支援係
　☎362-2556

■第39回少年の主張塩竈市大会
と　き　6月13日㈬13：30～15：30
ところ　玉川中学校体育館※入場無料
内　容　中学校の代表生徒５人が、  
日常生活の中での思いや考えな
ど、自分自身の言葉で発表します。
□問青少年相談センター☎364-7445

■ファミリーサポート事業協力会員
　入会説明会を開催します
と　き　6月26日㈫13:30～16:00
　　　　壱番館５階和室
対　象　市内在住の方で心身共に健
康で安全に子どもを預かることが
できる方
申　込　開催日前日までに下記へ
問・申込 ファミリーサポート事務局 
　(ここるん内)☎363-3631

■介護支援専門員実務研修受講試験
　案内を配布します
　10月14日㈰に実施される試験の
案内を配布します。
配布期間　6月1日㈮～29日㈮
配布場所　長寿社会課(壱番館１階)
□問長寿社会課地域支援係☎364-1204

■藻塩の里６月の余暇活動
対　象　市内在住の障がい者の方
と　き　①４日㈪ 15:30～コーラス
　②12日㈫13:30～書道
　③16日㈯  9:00～サロン
　④22日㈮13:30～スポーツ教室
ところ　①～③は地域活動支援セン
　ター ④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

■甲種防火管理「新規」講習会
　ホテル、学校など多数の人々が出
入りし、勤務する事業所や一つの建
物内に管理権原者が異なる種々のテ
ナントなどが存在し、収容人員が多
い場合は、消防法に定められた防火
管理者が必要です。
と　き　7月11日㈬、１2日㈭２日間
10:00～17:00(12日は15:30まで)
ところ　宮城県総合運動公園ひとめ
　ぼれスタジアム宮城　会議室
受付期間　６月13日㈬～21日㈭
定　員　100人（先着順）
申　込　塩釜地区管内の消防署
費　用　4,100円(テキスト代)
□問消防本部予防課☎361-1617

■里親制度説明会
と　き　7月7日㈯13:30～16:00
ところ　遊ホール　会議室３
内　容　里親制度の話など
※14:40～16:00は個別相談会
□問みやぎ里親支援センターけやき
　☎718-1031

募集・案内募集・案内

6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

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

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。

歯科当番医（日曜・祝日） 受付／9:00～15:00

６月３日㈰

６月10日㈰

６月17日㈰

６月24日㈰

７月１日㈰

☎389-1182

☎361-8180

☎361-3368

☎389-2008

☎309-1855

ありま歯科医院

歯科・アイザワデンタル

きくちデンタルクリニック

城南歯科クリニック

森の風歯科クリニック

多賀城市高橋４-２-１

多賀城市下馬5-5-30

塩竈市庚塚30-82

多賀城市城南1-19-22

多賀城市高崎3-11-22

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

広報しおがま2018年6月号13



■軽自動車税「口座振替済通知兼納 
　税証明書」を郵送します。
　口座振替で軽自動車税を納付して
いる方へ、6月11日㈪、平成30年度
の軽自動車税「口座振替済通知兼納
税証明書」を郵送します。
　継続検査を申請するときに必要で
す。大切に保管してください。
□問税務課納税推進室☎355-5936

■東日本大震災による固定資産税・
　都市計画税の軽減措置
　東日本大震災によるり災調査の判
定が半壊以上の方は、家屋を取り壊
した場合や、被災した土地・家屋の代
替えとして、資産を取得した場合、軽
減措置を受けられることがありま
す。詳しくは納税通知書に同封の案
内を確認ください。すでに申告済み
の方は、新たな申告は必要ありませ
ん。
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■家屋を取り壊したときは届け出を
　家屋を取り壊した方は、税務課固
定資産税係に家屋滅失の届け出が必
要です。なお、登記されている家屋
は、法務局で「滅失登記」の手続きも
必要です。
□問税務課固定資産税係☎355-5934

■国民年金保険料「後納制度」をご存
　知ですか？
　後納制度は、平成27年10月から
３0年9月までの間に、納め忘れた過
去5年分の国民年金保険料を納める
ことができる制度です。制度を利用
すると、年金額が増えたり、納付期間

不足で年金を受給できなかった方
が、受給資格を得られる場合もあり
ます。なお、老齢基礎年金を受給して
いる方などは後納制度を利用できま
せん。
□問仙台東年金事務所☎257-6111

■平成29年度情報公開および個人
　情報保護制度の運用状況
情報公開制度　公開請求　54件
公開36件 部分公開16件　非公開0件
公文書の存否を明らかにしない0件
不存在0件　取下げ3件　不服申立0件
※1件の請求で複数の文書の公開請
求が可能なため、請求件数と決定
件数の数は一致しません。
個人情報保護制度　開示請求　11件
開示4件　部分開示4件　非開示0件
不存在5件　不服申立0件
□問政策課市政情報係☎355-5728

■私道等の整備補助金制度を活用く
　ださい
　生活環境の向上を図るために、私
道などの整備を行う場合、その経費
の一部を補助します。
対　象　私道等の整備を行おうとす
　る町内会など
申請期限　12月10日㈪
□問土木課管理係☎355-8407

■市有地を公売します
所在地　大日向町169番
地　目　山林　
地　積　156平方㍍(約47.3坪)
受　付　6月1日㈮～14日㈭
　　　　（土日除く）

入　札　６月21日㈭
申　込　入札参加申込書(財政課で
配布)に必要書類を添えて下記まで
※市ホームページからダウンロード可
□問財政課管財契約係☎355-5781

■公立保育所臨時保育士募集

※①～④保育士資格必要(①は産休
　育休代替)
雇用期間
6月1日～平成31年3月31日
①のみ7月19日～平成31年3月31日
募集人数　①１人　②～④若干名　
賃　金　時給1,100円
応募方法　所定の申込書、保育士証
　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

■平成30年住宅・土地統計調査・調
　査員を募集します
　住宅・土地統計調査は５年に１度、
住宅や住居に居住する世帯を調査す
る大規模調査です。調査終了後、国の
基準に基づき報酬を支給します。
対　象　20歳以上の方
業務内容　調査世帯への調査書類の
　配布、回収
従事期間　8月下旬～10月下旬
問・申込 政策課市政情報係☎355-5749

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）

6月のお知らせ

　ガソリン、灯油、軽油などの燃料、塗料、プラスチック、化学繊維などの
原料となる危険物は、私たちの生活の中で身近な存在です。
　しかし、ちょっとした不注意や誤った使い方で、火災などの重大事故を
招くこともあります。正しい取り扱いや保管方法を心掛け、危険物による
事故を防ぎましょう。
　　　平成30年度危険物安全週間推進標語
　　　　　　　　「この一球　届け無事故へ　みんなの願い」
□問消防本部予防課保安係☎361-1616 FAX366-5130

寄付していただきました
＜市へ＞
●長谷川ゆきさん
＜市立病院へ＞
●黒羽根美智子さん●郷家キエ子さん
●佐藤みつさん●菅原モリさん
●千葉賢治さん●渡辺節子さん
●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。

６月３日～９日は「危険物安全週間」
リン 灯油

６６危
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■6月17日㈰は「第2回市民清掃」
　小雨決行。雨が強いときは翌週
（6/24）に順延します。
　清掃作業で発生した草やごみは、
午前８時30分までに集積所に出し
てください。当日は、家庭ごみの集積
所への搬出、埋立処分場と清掃工場
への直接搬入はできません。
　次回の市民清掃は10月21日㈰で
す。
□問環境課クリーン対策係☎365-3377

■市民清掃時の道路側溝清掃のお願い
　道路側溝の土砂などは、びん・缶な
どのごみを取り除き、「土のう袋(62
㌢＊48㌢)」に入れ、水切りしてから
集積所に出してください。缶などが
入った袋は処分場に搬入できません。
側溝の蓋をあける機材を貸し出しま
す(数に限りあり)。
　なお、土のう袋の回収は、2～4週
間程度の時間をいただきます。
□問土木課管理係☎355-8407

■社会福祉法人等利用者負担軽減確
　認証の更新手続きを
　社会福祉法人が提供する施設サー
ビスのうち、「特別養護老人ホーム」
などを利用する場合、低所得者の方
の利用者負担額を軽減（軽減割合
25%)します。現在お持ちの利用者負
担軽減確認証の有効期限は7月31日
です。引き続き認定証が必要な方は
更新手続きをしてください。
対象要件　
1.世帯全員が市町村民税非課税で、
　老齢福祉年金受給者の方

2.世帯全員が市町村民税非課税の方
　で次の要件すべて該当する方
①年間収入が単身世帯で150万円以
下の方（世帯員1人増えるごとに
50万円を加算した額以下）
②預貯金などの額が単身世帯で350
万円以下の方（世帯員1人増えるご
とに100万円を加算した額以下）
③世帯全員が生活に必要な資産以外
の資産がない方
④世帯を別にする市町村民税課税者
の扶養を受けていない。また、健康
保険法などの規定による被扶養者
に該当しない方
⑤介護保険料を滞納していない方
必要書類　印鑑、収入のわかるもの、
世帯全員の預貯金通帳、資産があ
る方は証明できるもの、医療保険
被保険者証、介護保険被保険者証
更新期間　6月1日㈮～7月31日㈫
※新規申請は随時受け付け
申請場所　長寿社会課(壱番館１階)
□問長寿社会課介護保険係☎364-1204

■介護保険負担限度額認定証の更新
　手続きを
　介護保険限度額認定とは、低所得
の方が介護保険施設やショートステ
イを利用する際、居住費と食費が軽
減される制度です。現在お持ちの介
護保険負担限度額認定証の有効期限
は7月31日です。引き続き認定証が
必要な方は更新手続きをしてくださ
い。
対象要件　以下の要件すべてを満た
し、利用者負担段階に該当する方
１．本人と世帯全員(世帯分離してい
る配偶者も含む)が住民税非課税
２．預貯金などが単身で1,000万円、

　夫婦で2,000万円以下
利用者負担段階

必要書類　介護保険負担限度額認定
申請書、預貯金等申告書、同意書、介
護保険被保険者証、本人および配偶
者名義の印鑑と預貯金通帳、有価証
券など金額がわかるものすべて。
※通帳は必ず記帳してきてください
※負担段階判定に非課税年金（遺族
年金、障害年金)収入も含めます。
　前年に非課税年金を受給した方は
年金の種別、金額がわかるものを
お持ちください。
更新期間　6月1日㈮～7月31日㈫
※新規申請は随時受け付け
申請場所　長寿社会課(壱番館１階)
□問長寿社会課介護保険係☎364-1204

■平成30年度市県民税課税・非課税
　証明書の発行
　6月11日㈪から税務課窓口、自動
交付機、コンビニエンスストアで発
行します。特別徴収の方は5月14日
㈪から税務課窓口で取得可能です。
　なお、年度更新作業に伴い、6月10
日㈰は、自動交付機、コンビニ交付と
もに終日稼働停止します。
□問税務課諸税係☎355-5849

生活情報生活情報

　これから梅雨や台風などで土砂災害が多発する時季に入ります。
土石流や地すべり、がけ崩れなど、土砂災害危険個所
の近くにお住まいの方は、がけの様子が普段と違うと
きは、早めに安全なところへ避難してください。　　
　特に、東日本大震災の影響で地盤の緩みなどが考え
られます。土砂災害には十分注意してください。
□問土木課管理係☎355-8407 FAX366-2325
　 Eメールkensetuka@city.shiogama.miyagi.jp

６月の納期限
○市民税・県民税(１期)
○国民健康保険税(３期)

納期限は７月２日㈪です

6月の
お 知 ら せ

のりた

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

対象者
生活保護受給者、老齢福祉
年金受給者の方
本人の課税年金収入額と、
非課税年金収入額、年金以
外の合計所得金額の合計
が80万円以下の方
第1、2段階以外の方

段階

１

2

3

６月は土砂災害防止月間１日～７日は「がけ崩れ防災週間」

イラスト:「政府広報オンライン」転載

広報しおがま2018年6月号15




