
○指定袋以外のごみ　○家庭から出る大量ごみ(一度 
　に出せるごみは指定袋(大)２個まで) 
○一辺80㌢を超える大型ごみ　○二輪車バイク
○家電リサイクル対象品(テレビ、冷蔵庫、エアコンなど)
○スプリングマット、タイヤ、消火器、廃油、バッテリー、土など
○事業活動に伴って出るごみ　○産業廃棄物　
　ごみの分別、ごみの減量、再リサイクルにご協力を！

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
    8日㈯10:00～  13日㈭19:00～
  22日㈯14:00～  27日㈭10:00～
  29日㈯19:00～　

■とっても簡単セラバンドで筋力アップ
と　き　9月6日、20日㈭
　　　　10:00～11:30
定　員　20歳以上15人程度
参加費　300円
申　込　当日までに窓口または電話、
　ファクスで

■障がい者のためのスポーツ教室
と　き　9月14日、28日㈮
　　　　13:30～15:00
種　目　釣っ子、ストラックアウトなど
申　込　前日までに住所、氏名、参加
　人数を電話かファクスで

■とっても簡単ボールでエクササイズ
と　き　9月27日㈭10:30～11:30
ところ　ふれあいエスプ塩竈
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

■３Ｂ体操教室無料体験開催
と　き　9月3日㈪、10月1日㈪
　10:00～11:30(いずれか１日)
対　象　20歳以上

申　込　参加日までに窓口または電
　話、ファクスで

■後期幼児スポーツ教室(年中・年長児)
と　き　10月10日㈬～平成31年2月
　13日㈬ 15:30～16:45(全15回)
定　員　30人　参加費　6,000円
申　込　9月22日㈯～参加費を添え
　て窓口で

■後期小学生スポーツ教室(１・２年生)
と　き　10月15日㈪～平成3１年2月
　25日㈪ 16:15～17:30(全15回)
定　員　40人　参加費　5,000円
申　込　9月22日㈯～参加費を添え
　て窓口で
　
■父と母のバドミントンレッスン
と　き　10月10日㈬～11月28日㈬
　　　　19:15～20:45(全8回)
定　員　20歳以上20人
参加費　6,500円（保険代含）
申　込　9月1日㈯～参加費を添え
　て窓口で

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　9月29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
 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

■特別企画展「杉村惇作品展　存在
　と空間の伝説　～海の韻律～」
と　き　9月8日㈯～10月28日㈰
　10:00～17:00(受付16:30まで)
※月曜休館（但し、9/17,24,10/8は
　開館、翌日休館）
観覧料(特別企画展・常設展)一般500円、
大学生・高校生400円、中学生以下
無料 ※障がい者、団体割引あり

関連企画
■Myパステル画「色面とマチエール
　（絵肌）」
　幾重にもオイルパステルを塗り込
み、触感を楽しみながら作品をつく
ります。
と　き　9月15日㈯13:30～15:30
講　師　さとう芳子さん
　　　　(臨床美術士/アトリエ愉）
対　象　小学生～大人
　※オイルパステルが使えること
定　員　15人　※要申込、参加無料
　
■杉村豊名誉館長によるインタラク
　ティブトーク
と　き　9月30日㈰
　①11:00～12:00　②13:30～14:30
※要申込、要観覧料

と　き　９月27日㈭13:30～16:30
ところ　宮城厚生協会坂総合病院
　　　　※駐車場あり
□問生活福祉課総務係☎364-1131

９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
　

「集積所に出せないごみ」は次のものです■第43回公開セミナー(市立病院１階ロビー)
と　き　９月29日㈯ 13:30～15:30
テーマ　「胃の病気について～ヘリコバクターピロリ菌～」
講　師　高野信夫医師(消化器内科診療部長)

■非常勤・パート職員を募集しています
　詳しくは市立病院ホームページまたは下記まで

環境課ワンポイント通信 №166環境課ワンポイント通信 №166市立病院 News市立病院 News

献血の日献血の日
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■第２回月見ケ丘霊園墓地募集
貸出区画数　5区画
対　象　市内在宅で墓地が無く、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　10月9日㈫～31日㈬
　　　　8:30～17:15（土日徐く）
□問市民安全課市民生活係☎355-6486

■Shiogamaこどもほっとスペース
づくり勉強会「子どもの自己肯定
感を高める居場所づくり」
　子どもと接する仕事をしている
方、子育てで悩んでいる方など、気軽
に参加ください。
と　き　9月11日㈫ 19:00～20:30
ところ　ふれあいエスプ塩竈学習室1
講　師　日沢慶輔さん
　　　　(NPO法人ぶれいんはーと)
問・申込 子育て支援課家庭支援係☎353-7797
　　　     NPO法人アスイク☎781-5576
　　　　 
■藻塩の里９月の余暇活動
対　象　市内在住の障がい者の方
と　き　①１日㈯9:00～サロン
　②３日㈪15:30～コーラス③28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　
□問地域活動支援センター「藻塩の里」
    ☎361-0631 FAX361-0632

■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　9月14日、28日㈮
　10月12日、26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

■第12回塩釜社協「高齢者まつり」
と　き　9月17日(月・祝）
　　　　10:00～14:00
ところ　塩釜ガス体育館
内　容　演芸披露、長寿そば・うどん
　の無料提供など
対　象　市内在住71歳以上の方
（昭和22年9月15日以前生まれの方）
※会場までは本塩釜駅、塩釜駅から
のシャトルバス（9:00～14:30運
行）を利用ください。
□問塩釜市社会福祉協議会☎364-1213

■塩釜市視覚障がい者情報交流会
と　き　9月13日㈭ 13:00～16:00
ところ　公民館旧図書室(東玉川町)
対　象　視覚に障がいのある方とそ
の家族、視覚障がい支援に関心の
ある方など
内　容　①講話②福祉用具などの紹
　介、体験 ③懇談会
※参加された視覚障がいの方で、要
綱に該当する方にはキーホルダー
型音声時計をお配りします
□問宮城県視覚障がい者情報センター
　 ☎234-4047

■甲種防火管理「新規」講習会
と　き　10月17日㈬、18日㈭
　10:00～17:00(18日は15:30まで)
ところ　塩釜商工会議所
受付期間　9月25日㈫～10月5日㈮
定　員　80人（先着順）
申　込　消防事務組合管内の消防署
費　用　4,100円(テキスト代)
□問消防本部予防課☎361-1617

募集・案内募集・案内

９月のお知らせ

休日などの診療休日などの診療

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） 

JR仙石線

●赤石病院
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

宮城県こども夜間安心コール

9月2日㈰

9日㈰

　16日㈰

17日(月・祝)

　23日(日・祝)

24日(月・振休)

30日㈰

10月7日㈰

皆川歯科医院

岩井歯科医院

梅津歯科クリニック

汐見台歯科医院

松島医療生協松島海岸診療所(歯科)

鈴木歯科医院

大平デンタルクリニック

浮島歯科クリニック

塩竈市本町8-2

多賀城市東田中2-30-1

多賀城市鶴ケ谷2-29-17

七ヶ浜町菖蒲田浜字林合55-1

松島町松島字普賢堂2-11

利府町加瀬字十三塚107-1

塩竈市宮町3-19

多賀城市浮島1-12-10

☎366-2385

☎368-5904

☎362-4344

☎357-5603

☎353-2717

☎356-5420

☎366-7425

☎368-2201

□問塩釜ガス体育館☎362-2101　

　卓球日本代表の水谷選手や張本選手をはじめとする卓球界のトップ
アスリートたちが塩釜ガス体育館で合宿を行います。練習の様子など合
宿の一部が公開となりますので、ぜひ会場へお越しください。
と　き　9月10日㈪ 14:45～18:15、12日㈬ 14:15～16:30
　　　　　  14日㈮   9:15～11:45
ところ　塩釜ガス体育館※観覧無料ですが、入場を制限する場合があります
※駐車台数に限りがありますので、公共交通機関を利用ください。

「卓球男子ナショナルチーム塩竈合宿～WASURENAI 3.11～」
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寄付していただきました

■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

■扶養親族等申告書の提出をお忘れ
　なく
　老齢または退職を支給理由とする
年金は、所得税および復興特別所得
税の課税対象となるため、対象の方
に扶養親族等申告書用紙が郵送され
ます。
　所得税額は、扶養親族等申告書を
基に計算されるため、前年の申告内
容に変更がなくても毎年提出が必要
です。提出がないと、各種控除が受け
られないほか、年金から源泉徴収さ
れる所得税額も異なってきます。
□問日本年金機構仙台東年金事務所
    ☎257‐6111

■事業承継に必要な資金調達をサポ
　ート
　信用保証協会は、中小企業・小規模
事業者の方が金融機関から融資を受
ける際、保証人になって支援する公
的機関です。事業承継の際、後継者の
方が必要となる株式・事業用資産の
取得資金や持株会社方式による事業
承継時の株式取得資金に対する保証

制度を用意しています。
対　象　事業を承継する後継者(個
人事業主、法人代表者)、後継者が
設立した持株会社
□問宮城県信用保証協会経営支援課
　 ☎225-5230
　
■塩竈斎場からのお願い
　斎場の利用にあたり、次のことに
協力をお願いします。
○ご遺体の火葬にあたって
　プラスチック、ビニール製品、化学
繊維製品などは、棺に納めないで
ください。また、ペースメーカーを
使用している場合は申し出くださ
い。
○待合室の利用の際は後片付けをお
　願いします。
○アイドリングストップに協力くだ 
さい。
□問塩釜地区消防事務組合環境課
    ☎363-2777

■保健師・助産師・看護師募集

従事時間　①6時間/日(週5日)
　②3時間/回(月1～3回)
　③1.5時間/件(月5～10日)
募集人数　①③１人　②若干名
報酬・賃金　保健師 時給1,600円
　助産師、看護師 時給1,100円
　※新生児訪問　4,000円/件　
問・申込 健康推進課母子保健係
　☎364-4786

■公立保育所臨時保育士・看護師募集
 

※①～④保育士資格(①は産休育休 
代替)⑤正・准看護師資格必要

雇用期間　
　9月1日～平成31年3月31日
募集人数　①⑤１人　②～④若干名
賃　金　時給1,100円
　　　　(各保険、有休あり)
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

■平成30年度塩竈市シャッターオ
　ープン・プラス事業募集
　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　平成31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復
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　賃借料、内装設備工事費
の一部補助
応募方法　10月19日㈮（土日祝日
除く）までに必要書類を下記まで
持参
□問商工港湾課商工係☎364-1124

生活情報生活情報

募集案内募集案内

９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

　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＞
●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＞
●後藤悦子さん●歌謡教室「杜の
会」●カラオケ舞踊交友会●さか
もとミシン●塩釜商工会議所女
性会●塩釜市西部地区民児協OB
会●田代商店

　　　　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（15:15～19:15）
平日3時間（16:15～19:15）
㈪～㈯２時間（7:30～9:30）
週5日　4時間
　　(8:30～12:30の間)

①　
　

②　
　

③　

④　

⑤

　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。

□問 浦戸振興課市営汽船係☎361-7710　

秋は浦戸の島々を散策してみませんか？(乗船割引の案内)

対象・割引内容
大人一人につき１人無料
月～金：２割引　土日祝日：１割引※要事前予約
小学生以下　土日祝日、学校休校日は無料
身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育
手帳の提示で半額
市から認定を受けたボランティア団体　3割引

割引の種類
未就学児割引
団体割引(15人以上)
うらと子どもパスポート
障がい者割引

ボランティア割引
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■国民健康保険被保険者証の更新
　現在お持ちの国民健康保険被保険
者証は、9月30日が有効期限です。
10月1日から使える被保険者証は、
9月下旬までに簡易書留(受け取り時
に印鑑必要)で郵送します。
　期限切れの被保険者証は後日返却
してください(郵送可)。
□問保険年金課給付年金係☎355-6503

■敬老金・敬老記念品のお知らせ
　民生児童委員が該当者宅に訪問し
ます。受け取りの際、印鑑またはサイ
ンが必要です。
対　象　9月15日現在、77歳、88歳
の方で本市に継続して１年以上居
住し、住民基本台帳に記載されて
いる方

・77歳喜寿(5,000円）
　昭和15年9月16日～昭和16年9
月15日生

・88歳米寿（10,000円）
　昭和4年9月16日～昭和5年9月
15日生
敬老記念品（ガーゼハンカチ）の配布
　民生児童委員が９月中に配布します。
対　象　71歳以上の市内在住の方
※今年度から対象年齢を１歳ずつ引
き上げ、平成34年度から75歳以
上の方に配布します
□問長寿社会課長寿支援係☎364-1204

■平成30年7月豪雨災害義援金を募
　集しています
　西日本の広範囲にわたる大雨によ
り被害に遭われた方々への義援金募
集のため、募金箱を設置しています。
　なお、受領書を希望される方およ

び団体は、募金箱に募金せず、生活福
祉課へ直接お持ちください。
募金箱設置場所
①市役所本庁舎案内コーナー
②市役所２階秘書室
③壱番館庁舎１階生活福祉課
④ふれあいエスプ塩竈
受付期限　12月28日㈮
□問日本赤十字社塩竈市地区(生活福  
   祉課内)☎364-1131

■９月９日は「救急の日」
　救急車の適正な利用のお願い
〇症状は軽微だが「交通手段がない」
といった場合は、民間の患者等搬
送事業者(※)を活用ください。
〇タクシー代わりに救急車を常用す
ることは控えてください。
〇救急車以外に搬送手段がなく、緊
急に医療機関などに搬送が必要な
場合は、迷わず「119」番通報して
ください。
※塩釜地区内の患者等搬送事業者
㈲中央交通☎366-2345
㈱ベターライフ☎365-1230
宮城ケアタクシー☎0120-333-102
㈱ライン エキスプレス レッカー☎355-7308
□問塩釜消防署警防係☎361-1706

■住宅・土地統計調査の回答をお願
　いします
　10月1日を調査期日として住宅・
土地統計調査を実施します。今回の
調査では、土地の利用状況や空き家
の実態などを把握することをねらい
としています。調査期間中、統計調査
員が調査書類を配布します。調査の
回答はインターネットまたは調査票
用紙でお願いします。
□問政策課市政情報係☎355-5749

■就学援助制度をご存じですか
　経済的な理由によって就学が困難
と認められる児童、生徒の保護者に
対して、給食費や学用品費などの援
助を行っています。援助を希望する
方は学校を通して申し込みください。
□問学校教育課学校教育係☎365-3216

■就学時健康診断を行います
　お子さんが健康な学校生活を送る
ための大切な健康診断です。必ず受
診してください。詳しくは、お手元に
届く受診案内を確認ください。
対象者　平成24年4月2日～平成25
年4月1日までに生まれた児童
検査項目　身体測定、視力、聴力、心
電図など
健診日程 (受付時間12:30～13:00)

□問教育総務課保健食育係☎355-8461

■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、土地・家屋を取
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、新たな申告は必要ありません。
□問税務課固定資産税係☎355-5934

生活情報生活情報

９月の納期限
○固定資産税・都市計画税(３期)
○後期高齢者医療保険料(３期)
○国民健康保険税(６期)

納期限は10月１日㈪です

９月の
お 知 ら せ

のりた

７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

　秋の交通安全運動は、次代を担う子どものかけがえのない命を交通事
故から守り、また、高齢者の交通事故を減らすために「子どもと高齢者の
交通事故防止」を運動の基本とします。交通事故の悲惨さと命の尊さを見
つめ直し、交通事故のない安全で
快適な生活を築きましょう。
【祈願祭・出発式】
と　き　９月21日㈮ 7:30～8:00
ところ　志波彦神社境内
□問市民安全課市民生活係☎355-6486

9/21～30日は「秋の交通安全県民総ぐるみ運動」期間です

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㈭
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