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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)

■修繕工事に伴う臨時休館
　ボイラーなど入替工事のため、全
館休館になります。
期　間　7月16日㈫～8月20日㈫

■夏本番！ユープル祭り
　子どもから大人まで楽しめるさま
ざまな体験教室を開催します。
①プールの一般開放(9:00～16:00)
対　象　３歳以上
②アーティスティック スイミング体験
　(10:00～11:00)
対　象　泳ぐことができる女子小学生20人
③シート渡り競技(11:00～12:00)
対　象　3歳以上20人
④着衣水泳講習会(13:00～15:00)
対　象　小学生30人
⑤ヨーガ教室体験(11:00～12:00)
対　象　16歳以上20人
⑥縫い物体験「ぞうきん作り」
　（9:00～11:00）
対　象　小学生10人
⑦工作体験「水で遊べるおもちゃ」
　（15:00～16:00）

対　象　小学生15人
※9:00～10:00まで遊具も設置し
　ます。遊具利用は中学生まで
共通事項
と　き　７月15日(月・祝)
参加費　①～⑤施設利用料のみ
　⑥⑦材料費200円(施設利用料込)
申　込　②～⑦（先着順）※要事前申込
※③⑤⑥⑦は、定員に満たない場合、
　当日申し込み可
 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

■暮らしの市2019夏
　うつわや布物、植物、食などが並び、
人気の「パンの市」やワークショップ
も開催。
と　き　7月6日㈯、7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　阿部明子・是恒さくら展
　「閾-いき-を編む」
　写真家の阿部さんと、美術家の是
恒さんによる作品展。鹽竈神社の算
額や鯨の骨など塩竈ゆかりの史料な
どに着目した新作も展示。
と　き　7月6日㈯～8月25日㈰
　10:00～17:00（入館受付16:30まで）

※月曜休館（7/15、8/12は開館、翌
　日休館）
観覧料（企画展＋常設展セット）
　一般500円、大学生・高校生400円 
　中学生以下無料、団体等割引あり

関連企画
○ギャラリートーク 
　両作家による作品解説など
と　き　7月13日㈯13:30～15:00
※要展示観覧料、予約不要

○和算×写真ワークショップ
　「風景を裁ち合わせてみよう」
　和算の図形問題

「裁ち合わせ」にな
らって、スマート
フォンなどで撮影
した風景を組み替
え、「写真を編む」
追体験をします。
と　き　7月20日㈯11:00～15:00
参加費　500円(材料費)
定　員　15人※要予約

と　き　７月31日㈬
　10:00～12:00、13:00～16:00
ところ　塩竈市役所
※駐車場あり
□問生活福祉課総務係☎364-1131
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献血の日献血の日

 ２月のお知らせ

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。

「平成30年度国民体育大会東北ブロック大会兼第45回
 東北総合体育大会バドミントン競技」が開催されます
　８月24日㈮から26日㈰までの３日間、「平成30年度国民
体育大会東北ブロック大会兼第45回東北総合体育大会バドミントン競
技」が塩釜ガス体育館で開催されます。東北総合体育大会は、10月に福
井県で開催される「第73回国民体育大会（福井しあわせ元気国体）バド
ミントン競技会」の出場権を決める大会でもあります。東北６県代表の
ハイレベルな戦いを会場でご覧ください。
と　き　８月24日㈮～26日㈰　ところ　塩釜ガス体育館　※観戦無料
※観戦希望の方で、車でお越しになる方は鹽竈神社第三駐車場、清水沢  

グラウンド駐車場を利用ください。
□問生涯学習課スポーツ振興室☎362-1023

献血の日献血の日

■岩出山めぐり旅ウォーク(約7㌔)
と　き　10月21日㈰※荒天時は翌週
集　合　8:30 塩釜ガス体育館　
対　象　どなたでも20人（先着順）
参加費　2,500円（昼食代・保険料ほか）
準備物　飲み物、雨具　
申　込　10月15日㈪まで窓口また　は
電話、ファクスで

募集・案内募集・案内 献血の日献血の日

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。

休日などの診療休日などの診療

　※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

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） 
宮城県こども夜間安心コール

 19:00～翌日8:00(ただし土は14:00～、日・祝は8:00～)
 

おとな救急電話相談☎＃7119か022-706-7119
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献血の日献血の日
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JR仙石線

至松島
●GS

●赤石病院
国道45号線

●
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 受付／9:00～15:00

献血の日献血の日

7月7日㈰

14日㈰

　15日(月・祝)

21日㈰

　28日㈰

8月4日㈰

☎361-3368

☎389-2008

☎309-1855

☎365-3728

☎389-1777

☎355-6860

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

こぐえ歯科クリニック

ささき歯科クリニック

ファミリア歯科

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

塩竈市旭町18-11

多賀城市中央1-16-17

松島町高城字町147-6

広報しおがま2019年7月号⓭
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■藻塩の里７月の余暇活動
対　象　市内在住の障がい者の方
と　き　①1日㈪15:30～コーラス
　②20日㈯9:00～サロン
　③26日㈮13:30～スポーツ教室
ところ　①②地域活動支援センター
　　　　③塩釜ガス体育館
□問 塩竈市地域活動支援センター「藻塩の里」
　 ☎361-0631 FAX361-0632

■オストメイト相談会
　術後のケア、装具、社会生活、福祉
制度、災害対策などに関する相談会。
※予約不要。直接会場へ
と　き　７月13日㈯ 13:00～16:00
ところ　坂総合病院
対　象　県内のオストメイト(人工

肛門、人工ぼうこう保有者)および
家族、関係者など

□問 日本オストミー協会宮城県支部
　 ☎080-5567-3348 FAX358-1373

■小売業・飲食業向け
　初めてのキャッシュレス化講座
と　き　7月17日㈬15：00～17：00
ところ　塩釜商工会議所

対　象　市内で小売業、飲食業を営
んでいる方または従業員の方

定　員　40人(先着順) ※受講無料
問・申込 塩釜商工会議所☎367-5111

■軽減税率直前対策セミナー
　適用税率ごとに区分した経理や複
数税率に対応した請求書の発行など、
実務対策のセミナーです。
と　き　7月24日㈬ 14：30～16：30
ところ　塩釜商工会議所
対　象　市内で事業を営んでいる方
　またはその従業員の方
定　員　40人(先着順)※受講無料
問・申込 塩釜商工会議所☎367-5111

塩釜ガス体育館
☎362-1010　FAX362-1099

※体育館利用の際は、運動できる服 
　装で、上靴・飲み物を持参ください
■トレーニング講習会
   4日㈭10：00～  13日㈯19:00～
 20日㈯14:00～   27日㈯10:00～

■とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　７月４日、11日㈭
　　　　10:00～11:30

定　員　20歳以上15人
参加費　各300円 ※当日徴収
申　込　窓口または電話かファクスで
　　　　
■とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　７月18日㈭ 10:30～11:30
定　員　20歳以上20人
参加費　600円 ※当日徴収
申　込　前日までに電話かファクスで

■スポーツ講習会「傷害予防フォーラム」
　試合前のウォーミングアップ実践
と　き　7月6日㈯ 17:00～19:00
対　象　小中高生、指導者、保護者
　　　　教職員
定　員　80人　
参加費　500円(小中高生無料)
　　　　※当日徴収
持ち物　動きやすい服装、上靴、タオ
　　　　ル、飲み物
申　込　窓口かファクスで

■障がい者のためのスポーツ教室
と　き　7月26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
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献血の日献血の日

  ７月のお知らせ

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。

「平成30年度国民体育大会東北ブロック大会兼第45回
 東北総合体育大会バドミントン競技」が開催されます
　８月24日㈮から26日㈰までの３日間、「平成30年度国民
体育大会東北ブロック大会兼第45回東北総合体育大会バドミントン競
技」が塩釜ガス体育館で開催されます。東北総合体育大会は、10月に福
井県で開催される「第73回国民体育大会（福井しあわせ元気国体）バド
ミントン競技会」の出場権を決める大会でもあります。東北６県代表の
ハイレベルな戦いを会場でご覧ください。
と　き　８月24日㈮～26日㈰　ところ　塩釜ガス体育館　※観戦無料
※観戦希望の方で、車でお越しになる方は鹽竈神社第三駐車場、清水沢  

グラウンド駐車場を利用ください。
□問 生涯学習課スポーツ振興室☎362-1023

献血の日献血の日

■岩出山めぐり旅ウォーク(約7㌔)
と　き　10月21日㈰※荒天時は翌週
集　合　8:30 塩釜ガス体育館　
対　象　どなたでも20人（先着順）
参加費　2,500円（昼食代・保険料ほか）
準備物　飲み物、雨具　
申　込　10月15日㈪まで窓口また　は
電話、ファクスで

募集・案内募集・案内 献血の日献血の日

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。

「ごみの出し方虎の巻」を読んで分別収集に協力ください
集積所に出せないごみ
●一辺80㌢を超える大型ごみ
●家庭から出る大量ごみ
　※1度に出せるごみは、指定袋(大)２個まで
●家電リサイクル対象品(テレビ、冷蔵(凍)庫、エアコ

ン、衣類乾燥機、洗濯機など）
●二輪車バイク　
●スプリングマット、タイヤ、消火器、廃油、石、砂など
●店舗や工場など事業活動に伴って出るごみ
□   問 環境課クリーン対策係☎365-3377 FAX365-3379 　

□問 市立病院☎364-5521 FAX364-5529
　

野焼きは犯罪です。

小児科外来の案内
　小児科外来は東北大学病院と東北医科薬科大学病
院の先生に来ていただき、赤ちゃんから中学生まで
のお子さんを対象に診察しています。
　一般外来は午前のみとなりますが、午後は予防接
種や乳児健診（予約制）を行っています。
　不明な点は下記まで問い合わせください。

募集・案内募集・案内

スポーツスポーツ

芸　　術芸　　術

塩竈市立病院　小児科 検索

環境課ワンポイント通信 №176環境課ワンポイント通信 №176市立病院 News市立病院 News

広報しおがま2019年7月号 ⓮
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■市政功労者（特別功労）候補者推薦 
　のお願い
対　象　市民や市内で活動している

個人、団体で、無償で善行を重ね、
市民の模範となる方(過去に市政
功労者表彰を受けていない方)

　※町内会活動は除きます
基準年数　主たる活動を15年以上

継続していること
推薦方法　総務課で配布する推薦書

に必要事項を記入し、提出してく
ださい

提出期限　7月26日㈮
□問 総務課総務係☎355-5007

■塩竈市シャッターオープン・プラ
　ス事業を募集します
　中心市街地の空き店舗を賃借して
起業する方を支援します。
対　象　令和２年3月31日までに市

内商店街などの空き店舗、1階で
起業する方（一部既起業者含む）
で、地域資源を活用または商業振
興、にぎわい創出に寄与する事業

対象条件　小売業、サービス業で一
定の条件を満たしている方 

支援内容　店舗賃借料、内装設備工
事費の一部補助

応募方法　7月31日㈬（土日・祝日除
く）までに必要書類を下記まで

※詳しくは問い合わせください
□問 商工港湾課商工係☎364-1124

■オリンピック聖火リレーランナー募集
聖火リレー日程　
　令和2年6月20日㈯～22日㈪
募集期間　7月1日㈪～8月31日㈯
　　　　　※当日消印有効
募集人数　65人程度

応募資格　①宮城県にゆかりのある方
　②平成20年4月1日以前に生まれ

た方(令和2年3月1日時点で18歳
未満の人は保護者の同意が必要)

　※障がいの有無は問いません
申込方法　郵送またはインターネット
①応募用紙に必要事項を記入の上、

書留または簡易書留で、下記まで
郵送

　〒980-0014　宮城県仙台市青葉
区本町3-1-6宮城県本庁第三分庁舎

　宮城県実行委員会事務局
※応募用紙は、市役所1階案内コー

ナー、生涯学習課(壱番館３階)で
配布しています

②聖火ランナー募集特設サイトの応
募フォームに必要事項を入力

　聖火リレー 宮城県　検索
□問 宮城県聖火ランナー募集コールセンター
　 ☎0570-200161

■第５次塩竈市長期総合計画進度
　報告会
　長期総合計画(平成23～令和2年
度)の取り組みに関する計画策定委
員との意見交換を公開形式で行いま
す。※入場自由

と　き　7月13日㈯ 14:00～16:30
ところ　塩竈市魚市場 大会議室
※駐車場に限りがあります。公共交

通機関を利用ください
□問 政策課企画係☎355-5631

■ファミリーサポート協力会員入会説明会
と　き　7月23日㈫ 13:30～15:00
ところ　壱番館5階和室
対　象　20歳以上の市内在住の方

で、心身ともに健康で安全に子ど
もを預かることができる方

※会員になっていただける方にはそ
の後、講習会を行います(当日また
は後日)

問・申込 ファミリーサポート事務局
　 (ここるん内)☎363-3631

■むすび丸春日パーキング
　「歴史体験まつり」
と　き　７月27日㈯ 9:30～
ところ　春日パーキングエリア下り線
内　容　勾玉づくり、火起こし体験

キラキラらでんマグネット作り、
縄文服試着など

　※参加無料、申込不要
□問 生涯学習課学習支援係☎362-2556
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　　　　勤務時間
週5日　7時間45分
(7:30～19:15の間)

㈪～㈯2時間(7:30～9:30の間)

平日3時間(16:15～19:15）
平日4時間(15:15～19:15)

㈯7時間45分(7:30～17:15の間)
週5日7時間(8:30～16:15)

①
　 

②
　 

③   

④  

⑤ 

2019 塩釜フード見本市

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

①
　
　
②
　
③

東日本大震災復興支援ＪＯＣ
「がんばれ！ニッポン！」プロジェクトオリンピックデー・フェスタin塩竈

　消費生活相談窓口では、商品購入やサービスの契約、製品の
安全性などの消費生活に関する相談を受け付けています。
　困ったときは一人で悩まず、消費生活相談に相談してください。

　オリンピックで活躍したアスリートたちが塩竈市を訪れ、小学生と交
流を深めます。また、参加者全員にオリジナルＴシャツ
とオリンピアンからサインプレゼント！
と　き　８月２日㈮ 13:00～16:00 （受け付け12:30）
ところ　塩釜ガス体育館
対　象　市内の小学１～６年生 100人
　　　　 ※先着順、参加無料
申　込　申込用紙に必要事項を記入のうえ、窓口
　　　　またはファクスで
　　　　※申込用紙は学校を通じて配布します
問・申込 生涯学習課スポーツ振興室☎362-1023 FAX365-3347

　お子さんにスマートフォンを持たせるときは、フィルタリングサービ
スの活用をオススメします。悪質・違法サイトなど、トラブルの原因とな
る情報へのアクセスを防ぎ、安全にインターネットを利用できます。

商品購入・サービスの契約・身に覚えのない請求…!!

募集・案内募集・案内

２年ぶり４回目！

塩竈市は、自主財源を確保するため「広報しおがま」に有料広告を掲載しています。 

広報しおがま2019年7月号⓯
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■次期長期総合計画策定に向けた
　アンケートにご協力を
　市では、次期長期総合計画策定に
向けて、本市のまちづくりへのご意
見などをいただくため、市内にお住
まいの18歳以上の方2,000人を対
象とした市民アンケートと企業アン
ケートを実施します。
　対象となる方には調査票を郵送し
ますので、ご協力をお願いします。　
□問 政策課企画係☎355-5631

■平成30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　73件
公開43件 部分公開26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9件　取下げ1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8件　部分開示2件　非開示0件
不存在1件　不服申立0件
□問 政策課市政情報係☎355-5728

■公立保育所臨時保育士募集
 

※①～③保育士資格
雇用期間　7月1日～令和2年3月31日
募集人数　①～③各3～５人 
賃　金　①～③時給1,100円　
応募方法　所定の申込書、保育士証

の写しを下記へお持ちください
問・申込 子育て支援課保育係
　 ☎353-7797

■塩釜地区休日急患診療センター
　医療事務員募集
採用予定日　７月から(相談可)
採用人数　若干名
勤務日　㈯18:30～22:30
　㈰・㈷・年末年始　8:30～17:00
資　格　医療事務資格を有すること
賃　金　時給1,100円
□問 保健センター☎364-4786

10p ・16 字 ×14p ? 50 ?

■令和元年度自衛官募集と説明会
募集種目　①自衛官候補生
　②航空学生、一般曹候補生
　③防衛大学校学生（一般）、防衛医科

大学校医学科学生・看護学科学生
受付期間　①通年
　②7月1日㈪～9月６日㈮
　③9月5日㈭～30日㈪
採用説明会
と　き　8月3日㈯ 13:00～16:00
ところ　ふれあいエスプ塩竈
※応募資格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

■ダンベル体操教室参加者募集
　初心者歓迎。見学のみも可能です。
と　き　7月12日、26日㈮
　　　　8月９日、23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
※参加無料。動きやすい服装で来て
　ください
□問 保健センター☎364-4786

７月のお知らせ

　　募集職種
保健師、助産師
保健師、助産師、看護師
助産師

　 業　務
①母子保健
②乳幼児健診
③新生児訪問

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＞
●塩釜市民ゴルフコンペ参加者一同
●仙塩ゴルフ倶楽部来場者一同
＜市立病院へ＞
●相澤孝子さん●佐藤忠一さん
●東日本自動車学校

＜市へ＞
●上野かづみさん●オレンジフィール
ド インドア テニススクール●華厳宗大
本山東大寺●塩釜市テニス協会
●東日本自動車学校●リベラ鶴巻
＜市立病院へ＞
●黒羽根美智子さん●佐藤忠一さん
●菅原モリさん●千葉賢治さん
●東日本自動車学校

＜市へ＞
●佐藤眞佐子さん●明治安田生
命塩竈営業所職員一同
＜市立病院へ＞
●黒羽根美智子さん●佐藤みつさん
●東日本自動車学校
＜社会福祉協議会へ＞

※一旦停止が、これまでと逆になります。
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募集案内募集案内

募集・案内募集・案内

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

②
　
③   

④ 

⑤ 

　　　　勤務時間
週5日　7時間45分
(7:30～19:15の間)
㈪～㈯2時間(7:30～9:30の間)
平日3時間(16:15～19:15）
平日4時間(15:15～19:15)
㈯7時間45分(7:30～17:15の間)
週5日7時間(8:30～16:15)

①  

②  

③  

④ 

⑤ 

①

■塩釜地区消防事務組合非常勤職員
　(事務補助)募集
雇用期間　4月１日～平成32年3月31日
募集人数　若干名
勤務時間　㈪～㈮　8:30～15:30
賃　　金　時給800円
資格要件　高卒以上(パソコン操作　
ができる方)
受付期限　３月8日㈮17時まで

(必着)　
応募方法　履歴書を持参または郵送
問・申込 塩釜地区消防事務組合総務課
　 ☎361-1624

募集・案内募集・案内

(※) 船の欠航などで実施見合わせの場合あり

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

夏だ・海だ・海水浴だぁ。7月20日㈯桂島海水浴場オープン!!

募集・案内募集・案内

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

①
　
　
②
　
③

募集・案内募集・案内

　桂島海水浴場が今年もオープン！ビッグローラーや
子ども用のパドルボート、まだ海に入れない小さなお子
さんも安心して楽しめるキッズエリアの設置など、ゆっ
たりとしたときが流れる島での海水浴をお楽しみください。
　※ビーチクリーンボランティアも大募集！　
開設期間　7月20日㈯～8月25日㈰　
施設設備　トイレ、シャワー、売店
交通機関　市営汽船で桂島まで23分
　　　　　桂島漁港から徒歩10分
□問 塩竈市観光案内所☎362-2525
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■児童手当・特例給付「現況届」の提
　出を忘れずに！
　児童手当、特例給付の受給対象の
方で、まだ「現況届」を提出していな
い方は、至急、添付書類を確認のうえ、
窓口にお持ちいただくか、同封の返
信用封筒に切手を張り付けて投かん
してください。
　現況届の提出がないと、令和元年
6月分以降の手当の支給ができませ
ん。
□問 保険年金課医療係☎355-6519

■未婚の児童扶養手当受給者に臨
時・特別給付金を支給します

　令和元年度11月分の児童扶養手
当の支給を受ける父または母のうち、
今年10月31日時点で、これまでに
法律婚をしたことがない方を対象に、
臨時・特別給付金を支給します。支給
は令和２年１月です。
　申請書を7月の児童扶養手当の現
況届に同封しますので、8月30日㈮
までに申請してください。
支給額　17,500円
□問 子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■令和元年度国民年金保険料免除・
　納付猶予申請(7月から受付開始)
　国民年金保険料の納付が経済的に
困難な場合、申請により保険料の納
付が免除または猶予されます。７月
以降引き続き免除を希望する方は、
手続きが必要です。なお、前年に全額
免除・納付猶予が承認された方で、申
請時に継続審査を希望した方は、手
続き不要です。
　未納のままにしておくと、障害基
礎年金などの給付が受けられないこ
とがあります。早めに手続きしてく
ださい。
申請期間
①令和元年７月～令和2年６月
②過去の期間は２年１カ月前の月分まで
必要書類　年金手帳またはマイナン

バー関係書類、印鑑、失業の場合は、
離職票や雇用保険受給資格者証

□問 保険年金課給付年金係☎355-6498

■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

■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。
すでに申告済みの方は、新たな申告
は不要です。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■コミュニティ助成事業の希望団体
（町内会・自治会）募集

　(財）自治総合センターが宝くじ社
会貢献広報として行う助成事業です。
①一般コミュニティ助成事業
　地域コミュニティ活動に必要な備
品の整備を助成
助成額　100万円～250万円
②コミュニティセンター助成事業
　集会所などの建設や大規模修繕、
その施設に必要な備品の整備を助成
助成額　3/5以内に相当する額
　　　　(上限1,500万円)
申込期限　9月13日㈮
□問 市民安全課協働推進室☎361-1773

10p ・16 字 ×14p ? 50 ?
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７月の
お 知 ら せ

５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。
◇水道水中および公私立保育所
（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

　「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行のない明
るい地域社会を築く全国的な運動です。
　市では保護司、更正保護女性会の会員が中心とな
り、街頭啓発活動や小中学生の作文コンテストなど
を実施する予定です。
街頭啓発活動　
と　き　７月１日㈪ 15:30～
ところ　JR本塩釜駅前(アクアゲート口)、JR塩釜駅前、

イオンタウン塩釜店前、ヨークベニマル塩釜店前
□問 生活福祉課総務係☎364-1131

学校名(会場も同じ)
第一小学校
第二小学校
第三小学校
月見ヶ丘小学校
杉の入小学校
玉川小学校

健診日
11/1㈭
10/3㈬
11/15㈭
11/29㈭
11/30㈮
12/6㈭

複数世帯
200万円
100万円
50万円

建設・購入
補　　修
賃　　借

イラスト：政府広報オンライン転載

７月の納期限
 ○固定資産税・都市計画税(2期) 
 ○国民健康保険税(４期)
 ○後期高齢者医療保険料(1期)

納期限は７月31日㈬です

■難聴児補聴器購入助成事業
　18歳未満の難聴の方に、補聴器の購入費用の助成を行っています。
対　象　市内に住所があり、両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上で身体障がい者手帳の対象とならない方（補聴器を装用することで、一定の効果が期待できると医師が判断した方）
※詳細は問い合わせください
□問 生活福祉課障がい者支援係
   ☎364-1131 FAX366-7167

　海岸通1番2番地区市街地再開発事
業の施設建築工事に伴い、壱番館南駐
車場は、一時移転します。
　しばらくの間、ご不便をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
移転期間　11月10日㈯～
移転場所　本町くるくる広場(本町５)
□問 復興推進課再開発・都市整備係
　 ☎355-6581

本町
海岸通

壱番館
庁舎

旭町（壱番館南駐車場）
本町くるくる広場

▼出入口▼出入口

↑

↑

↑

↑

↑

JR
仙石
線

現在地
●

移転先

義援金受付団体
第10次配分

5,000円 
5,000円 
6,000円 
3,000円 
5,000円 
3,000円 

宮城県
第９次配分

-  
-  

1,000円 
1,000円 

- 
- 

死亡・行方不明者
災害障がい見舞金対象者
全壊
大規模半壊
全壊
大規模半壊

支給対象

人的被害

津波浸水区域に
おける住家被害
そのほかの住家被害

■私道等の整備補助金制度
　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　私道など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

■平成31年度公立保育所臨時職員募集

※①～⑤保育士資格、⑥看護師(正・　准看)資格
雇用期間　平成31年４月1日～
　　　　　平成32年3月31日
募集人数　①40人程度
　②～⑤15人程度 ⑥看護師3人
賃　金　時給1,100円
応募方法　11月12日㈪～12月25日㈫までに、

所定の申込書、資格証の写しまたは卒業見込
証明書を下記へ持参

問・申込 子育て支援課保育係☎353-779

　　　　勤務時間
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(8:30～12:30）
平日6時間(8:30～15:15)
平日3時間(16:15～19:15）
平日4時間(15:15～19:15)
㈪～㈯２時間(7:30～9:30)
平日4時間(9:00～13:00の間)

①
　
②
　
③  

　
④   

⑤ 

⑥

募集案内募集案内
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①壁と防寒筒の間に隙間が
ないかを点検する。

②防寒筒が破損して水道管
がむき出しの場合は、防
寒筒に古毛布などを巻き
つけてビニールをかぶせ
て保温する。

③寒さが厳しいときは｢水抜き栓｣を操作して凍結を防ぐ。
④メーターボックスの中に発泡スチロールなどを入れて保温する。

□問 水道部工務課施設管理係☎364-1413

水道の冬支度は大丈夫ですか？
シ
オ
ン
ち
ゃ
ん

水道本管

①
②

③ ④
防寒筒

水抜き栓
保温材

止水栓

メーター

単数世帯
150万円
75万円

37.5万円

複数世帯
200万円
100万円
50万円

建設・購入
補　　修
賃　　借

単数世帯
150万円
75万円

37.5万円

建設・購入
補　　修
賃　　借

7月は「社会を明るくする運動」強調月間

７月のお知らせ
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のりた

塩竈市は、自主財源を確保するため「広報しおがま」に有料広告を掲載しています。 
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