
□問 環境課クリーン対策係☎365-3377 

　不法投棄は私たちの生活環境に悪影響を及ぼし、法律でも「違反した場合に懲役
刑または罰金刑に処されることがある」と、厳しく定められています。
　しかしながら、いまだ市内でも不法投棄が後を絶ちません。
　市では巡回パトロールなどを通じて不法投棄防止に努めています。不法投棄は
「しない」、「させない」、「許さない」という意識を持ち、不法投棄を根絶しましょう。

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９  

◇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

７月の放射線測定結果

かきたん

■第10回塩釜社協「高齢者まつり」
　演芸披
露 、抽 選
会、長寿そ
ば・うどん
の無料提
供など。
※会場には駐車できませんので、本 
　塩釜駅、塩釜駅からのシャトルバス
　（9:00～14:00運行）を利用ください。
と　き　9月19日（月・祝） 10:00～14:00
ところ　塩釜ガス体育館
対　象　市内在住70歳以上の方
（昭和21年９月15日以前生まれ）
□問 塩釜市社会福祉協議会
    ☎364-1213

■人権シンポジウムin仙台
   「東北の「みらい」を見据えて
    -若者たちが発信する復興支援-」
と　き　9月10日㈯ 13:30～16:30
ところ　仙台国際センター大会議室「橘」
※入場無料、事前申込制、先着順
□問 人権教育啓発推進センター
    「人権シンポジウムin仙台」事務局
　 ☎03-5777-1802

■認知症カフェ「しゃべり場 壱休庵」
と　き　9月13日㈫ 13:30～15:30
ところ　まちカフェ竹下園(壱番館内)
対　象　認知症に関心のある方、相
　　　　談したい方
参加費　300円
□問 塩竈市西部地区地域包括支援センター
　 ☎367-0414(8:30～17:30)

■塩釜市シルバー人材センター入会説明会
　60歳以上の健康で働く意欲のあ
る方を募集しています。
と　き　9月15日㈭ 10:00～12:00
ところ　尾島町集会所
□問 塩釜市シルバー人材センター☎367-5940

■「オレンジリングメイト」
　認知症家族とのふれあい広場
対　象　認知症のご家族を介護して
　　　　いる方、認知症に関心のある方
①講話「認知症疾患医療センターについて」
と　き　9月28日㈬ 13:30～15:30
ところ　壱番館５階和室
講　師　坂病院クリニック　阿部育美さん
　　　　(宮城県認知症疾患医療センタ
　　　　　ー認知症看護認定看護師）
※申し込み、参加費不要
②施設見学
と　き　10月 6日㈭ 10:00～15:00
ところ　近隣の介護施設(バス移動)
定　員　22人(先着順)
参加費　1,200円程度(昼食代、保険代)
申込期限　9月30日㈮ 16:00まで
□問 塩竈市西部地区地域包括支援センター
    ☎367-0414

■甲種防火管理「新規」講習会　
と　き　10月19日㈬、20日㈭
　　　　10:00～17:00
　　　　(20日は15:30まで)
ところ　塩釜商工会議所(港町1-6-20)
受付期間　9月27日㈫～10月5日㈬
定　員　80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)
　次のような場合、消防法に定めら
れた防火管理者が必要です。
○ホテル、学校、病院、工場など多数の
人々が出入りし、勤務する事業所（小
規模な社会福祉施設なども含む）
○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
□問 消防本部予防課☎361-1617

　小･中学校で、英語･外国語活動の授業のお手伝いをする外国語指導助
手(ALT)のレイチェル･マンザーノさん(写真右)、サチュニーノ ジュニ
ア･デロス アンジェルスさん(左)が、カナダから着任しました。市内各中
学校に勤務し、小学校も訪問します。

　3年間勤務したマリア･テメルコフスキさん(写真右)と、1年間勤務し
たエミリー･ベランジェイーさん(左)は8月初めに任期が終了しました。

塩竈に来てとてもわくわくしていま
す。この美しいまちで皆さんとお会
いできるのを楽しみにしています。

塩竈で素晴らしい経験ができたことに
とても感謝しています。皆さんに温かく
していただき、塩竈が大好きです。子ど
もたちとお別れするのは寂しいですが、
いつかまた戻ってきたいと思います。

問 学校教育課学校教育係☎365-3216
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月のお知らせ９

　これまで小児科外来は毎週火曜日が休診でしたが、８月９日から火曜
日も診療を行っています。診療時間（月～金）は、午前９時からです。

 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

■小児科外来は平日（月～金）の午前中診療しています

雇用期間　平成2９年3月31日まで
雇用形態　５～６日（月～土、シフト制）　勤務場所　市内各小学校（仲よしクラブ）
応募資格　①支援員　保育士、社会福祉士、教員免許（幼稚園・小学校・中 
　　　　　　学校・高等学校）資格を有する方もしくは2年以上放課後児
　　　　　　童クラブで従事経験（他市町村含む）がある方
　　　　　②補助員　不問（子育て経験者歓迎）
賃金など　①支援員　時給1,000円
　　　　　②補助員　時給800円①②とも交通費支給（上限あり）
申込方法　下記まで履歴書持参または郵送
問・申込先　藤倉児童館☎366-3003　
  〒985-0004塩竈市藤倉2丁目2-12

放課後児童(仲よし)クラブ支援員＆補助員として働いてみませんか？

対　　象　70歳未満の市民、各コース
　　　　　15人程度
持 ち 物　運動靴（上靴）、飲み物
　　　　　※雨天時は室内で実施
申込期限　9月30日㈮
□問 保健センター☎364-4786

■養育里親になりませんか？
　里親とは、さまざまな事情により
家庭で生活できなくなった子どもを
家庭に招き入れ、温かい雰囲気の中、
育ててくださる方々のことです。
　子どもを預かる期間は数日から数年
とさまざまで、児童養護施設などに入所
している子どもを夏休みや冬休みの間
の数日間だけ預かることもあります。
□問 県中央児童相談所☎784-3583
　 子育て支援課家庭支援係☎353-7797

■藻塩の里9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　①6日㈫15:30～コーラス
　　　　②10日㈯9:00～サロン
　　　　③23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　
※活動時間は1時間程度
□問 地域活動支援センター「藻塩の里」
　 ☎361-0631 FAX361-0632

大切に使わせていただきます。 
ありがとうございました。

■急募！公立保育所臨時保育士募集

※保育士資格必要
※①の勤務時間帯などは相談
雇用期間　平成29年3月31日まで
募集人数　①若干名②3人③1人
賃　金　時給1,100円
申　込　申込書(問い合わせ先で配布)、
保育士証の写しを持参の上、下記まで
□問 子育て支援課保育係☎353-7797

■塩竈市立病院職員、非常勤職員募集
①正・准看護師
募集期限　9月30日㈮必着
試験日　10月17日㈪
②非常勤職員(事務当直)
業務内容　休日夜間の当直業務、電  
　　　　　話・見舞客応対など
③非常勤職員(事務補助員)
業務内容　入金管理、伝票整理、物
　　　　　品管理など
採用時期　①～③要相談
募集期間　②③は随時
※勤務時間や資格などは問い合わせください。
□問 市立病院業務課総務係
    ☎364-5521

■浦戸諸島 うらとのウラガワ探検

　普段は見ることができない浦戸のウラ
ガワを“だんべっこ船”で探検しよう！
だんべっこ船とは？
　昔、浦戸では平べったい船のこと
を“だんべっこ”と呼んでいました
と　き　９月10日㈯ 10:15～14:00
　　　　※雨天時は浦戸散策
ところ　浦戸野々島
　　　　※現地集合、現地解散
定　員　先着15人
参加費　大人2,500円　子ども1,500円
　(昼食代含む、市営汽船料金は各自負担)
問・申込 塩竈市浦戸諸島開発総合センター
   ☎369-2240

■参加してみませんか！「ウォーキング講習会」
　健康運動指導士から効果とポイ
ントを聞きながら、塩竈市ウォーキ
ングマップのコースを体験します。
 西塩釜遊歩道コース 
と　　き　10月2日㈰ 10:00～12:00
集合場所　第三小学校体育館 
 ゴルフ場周回コース
と　　き　10月14日㈮ 13:30～15:30
集合場所　塩釜ガス体育館第二競技場

□問 市立病院☎364-5521

市立病院News

〈市へ〉
●伊勢登藏さん・㈱愛コーポレーション
●石川弥生さん　●加賀善雄さん
●柴田尚武さん　●中松　学さん
●星野晶子さん
●塩釜東ロータリークラブ
●全銀座会 銀座通連合会
●中央区社会福祉協議会

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

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３時間
（16:15～19:15）

市内
保育所

藤倉・東部
清水沢

清水沢

①

②

③

勤務時間 勤務場所

広報しおがま2016年9月号13



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９  

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

　※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

■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

■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、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。
　住宅が建っている土地には「住宅
用地に対する課税標準の特例」が適
用され、「更地」や「駐車場用地」など
と比較すると税額が軽減されてい
ます。天災などの理由によらず、住
宅を取り壊した場合は軽減特例を
受けることができなくなります。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■全国一斉「高齢者・障害者の人権
　あんしん相談」強化週間　
　9月5日㈪から11日㈰までの7日
間、全国一斉「高齢者・障害者の人権あ
んしん相談」強化週間を実施します。
　高齢者や障害者に対する暴行や虐
待、家族間での問題など、さまざまな人
権問題について人権擁護委員が電話相
談に応じます。相談は無料で予約不要。
と　き　9月5日㈪ ～9日㈮ 8:30～19:00
　　　　9月10日㈯・11日㈰ 10:00～17:00
 ナビダイヤル☎0570-003-110　
□問 仙台法務局人権擁護部☎225-5743

■毎月第3水曜日は不動産無料相談会
と　き　９月14日、10月19日㈬
　　　　13:30～15:30
※9月のみ第2㈬になります
ところ　イオンタウン1階マリンプラザ
□問  (公社)宮城県宅地建物取引業協会
　  塩釜支部☎361-0685

■弁護士無料法律相談会
と　き　9月16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、金銭の 
　　　　　貸し借りなど生活上の
　　　　　取り引き問題など
※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)

■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(※)を活用してください。
〇定期的な通院などで、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。
※患者等搬送事業者は、緊急性のない
患者などに対し、医療機関などへ搬
送を行う事業者で、消防本部の認定
を受けています。事業者について
は、下記まで問い合わせください。
□問 塩釜消防署警防係☎361-1706

わかりん

■法務局休日相談所を開設
　法務局職員、公証人、人権擁護委
員、弁護士、司法書士および土地家屋
調査士が相談に応じます。相談は無
料、予約優先（弁護士相談は要予約）。
と　き　10月2日㈰ 10:00～15:00
ところ　仙台法務局本局
　　　　(仙台市青葉区春日町7-25)
内　容　相続登記、土地の境界問題
　　　　(筆界特定)、戸籍や供託に
　　　　関する相談など
□問 仙台法務局本局☎225-5720

■相続登記はお済みですか？
　相続した不動産(土地・建物)の相
続登記は、不動産の所在地を管轄す
る法務局に申請が必要です。相続登
記をしないままでいると、さらに２
次３次の相続が発生し、手続きが難
しくなることがあります。また、災
害復旧などの公共事業が遅れるこ
とにもつながりかねません。
　トラブルを未然に防ぐためにも、
早めに相続登記をしてください。
 問・相談電話
宮城県司法書士会☎221-6870
(平日㈪～㈮、13:00～20:00)
仙台法務局塩竈支局(登記相談は予約制)
☎363-0065

■住宅ローンなどが免除されます
　「個人版私的整理ガイドライン」は、
東日本大震災で被災し、住宅ローンな
どの返済が困難になった方に対する
支援制度です。一定の要件を満たす場
合、住宅ローンなどの借入金の免除を
受けることができます。お気軽に問い
合わせください。※相談無料
□問 個人版私的整理ガイドライン運営委員会  
　  フリーダイヤル☎0120-380-883

　

9月4日㈰

11日㈰

　18日㈰

19日(月・祝)

　22日(木・祝)

25日㈰

10月2日㈰

大澤歯科医院

浮島歯科クリニック

刀根歯科医院

泉沢歯科医院

川村歯科医院

岩井歯科医院

広沢歯科医院

多賀城市笠神4-3-45

多賀城市浮島1-12-10

利府町青葉台3-1-85

塩竈市泉沢町17-15

塩竈市港町2-5-12

多賀城市東田中2-30-1

利府町しらかし台2-12-2

☎366-1615

☎368-2201

☎356-7555

☎363-2306

☎362-1516

☎368-5904

☎356-5127
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月のお知らせ９月のお知らせ９

■敬老金・敬老記念品のお知らせ
　敬老金支給のため、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13年9月16日～昭和14年9月15日生
・88歳米寿（10,000円）
　昭和2年９月16日～昭和３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　70歳以上の市内在住の方
□問 長寿社会課長寿支援係☎364-1204

■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。
　新しい被保険者証は、９月下旬ま
でに簡易書留（受け取り時に印鑑が
必要）で郵送します。
　なお、期限切れの被保険者証は後

日返却ください。（郵送可）
○新しい被保険者証の記載事項（住
所、世帯主名、被保険者名など）を
確認の上、誤りがある場合はご連
絡ください。
○すでにほかの健康保険に加入して
いる方は、国民健康保険の資格喪
失の手続きが必要です。また、ほか
の健康保険に加入した日から、国
民健康保険被保険者証は使用でき
ませんのでご注意ください。
□問 保険年金課給付年金係☎355-6503

■藤倉地区の都市計画変更案の縦覧
　都市計画道路新浜町杉の下線の
変更にかかる縦覧を行います。
と　き　9月16日㈮～30日㈮
　　　　8:30～17:15（土日、祝日を除く）
ところ　都市計画課（壱番館庁舎2階）

９月の納期限
   ○固定資産税・都市計画税(２期）　
○国民健康保険税（6期）　　     
納期限は９月30日㈮です

※都市計画変更案に対し意見のあ
る方は、縦覧期間満了の日までに
市長に意見書を提出できます。詳
しくは市ホームページをご覧い
ただくか、問い合わせください。
□問 都市計画課まちづくり推進係☎364-2510

■塩竈市営汽船内全面禁煙について
　塩竈市営汽船の船内は、平成14
年の「健康増進法」施行以降、分煙措
置をとってきましたが、平成28年
10月１日から健康増進法の趣旨を
更に徹底させるため、船内は全面禁
煙になります。
　利用者の皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
□問 浦戸振興課市営汽船係☎361-7710

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

9月5日㈪・27日㈫
9月13日㈫
9月7日・21日㈬
9月14日㈬
9月20日㈫
9月15日㈭
平日毎日

9月29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
  8:30～17:00
予約制(13:00～15:00)
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
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9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
☎365－3153
☎363－5504

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

電　　話場　　　　所日　　　時相　談　内　容
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
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

■しおりふれあいトンネル防災訓練に伴う通行規制のお知らせ
　トンネル内での事故発生に備え、防災訓練を実施します。なお、訓練の時
間帯は、全面通行止めになります。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
と　　き　9月13日㈫ 10:00～11:30
訓練場所　塩竈市伊保石地内
　　　　　～利府町春日地内
　　　　　(県道利府中インター線
　　　　　しおりふれあいトンネル内)
□問 消防本部警防課☎361-1620

力をお願いします。
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