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町有地を販売します!

▼販売物件

販売物件①

村田町大字村田字東58-3　    宅地294.91㎡

販売価格　 9,289,665円

販売物件②

村田町大字村田字川畑9-7　   宅地404.42㎡

販売価格　 7,601,073円　（下水道無し）

販売物件③

村田町大字沼辺字小谷地14-4 外2筆  宅地232.63㎡

販売価格　 5,443,542円

案内図

※町のホームページにも詳細を掲載しています。

【問】企画財政課　財務班　☎８３−２１１２

販売物件③

販売物件②

販売物件①

　町では、自然豊かで利便性の良い宅地を公開公募抽選方式により販売します。（応募期間内２人以上の

応募があった場合は、抽選で決定）

　自宅の新築をご検討中の方、または町外からの転居予定の方は、是非この機会に購入をご検討ください。

▼応募の方法＝企画財政課（役場２階）に備え付けの申込用紙に記入・押印し、必要書類を添付し提出

してください。町のホームページからも申込用紙をダウンロードすることができます。

▼受付期間＝４月１日（火）〜５月 30 日（金）午前９時〜午後４時まで（※土・日・祝祭日を除く）

▼公開抽選日（予定）＝6月17日（火）午前９時30分　　▼公開抽選場所＝村田町役場２階　会議室

販売物件①

販売物件②

販売物件③
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　４月１日からし尿くみ取り収集運搬の必要経費

の見直し及び消費税率の改正に伴い、し尿くみ取

り料金が改正されます。

▼４月１日からのくみ取り料金

　18 ℓ券　108 円（100 円＋消費税額 8 円）

　36 ℓ券　216 円（200 円＋消費税額 16 円）

　54 ℓ券　324 円（300 円＋消費税額 24 円）

なお、料金改正前のくみ取り券をお持ちになっ

ている方は、し尿汲取り券取扱店又は町民生活課

環境衛生班窓口、沼辺支所、菅生出張所で料金の

差額分「補助券」（18 リットル 19 円）のくみ取

り券を購入していただくことになります。

▼し尿くみ取り券取扱店舗一覧（順不同）

店　舗　名 住　所

大沼商店（カネショウ） 村田字町 33

升楨商店 村田字町 151

岩手屋 まるいち酒店 村田字末広町 23

コンビニエンスアラカワ 沼辺字北寄井 125

小山商店

（ヤマザキショップ）
菅生字宮前 38

【問】町民生活課　環境衛生班  ☎８３－６４０１

　毎日の暮らしの中で分からないことや知りたい

ことを仲間と一緒に学習したり、解決していきま

せんか？

　村田町くらしの学習会では、会員を募集してい

ます。年齢は問いません。お友達とお誘いあって

ご参加ください。

▼募集人数＝ 50 名

▼募集対象＝町内に住む女性

▼申込締切＝４月 18 日（金）

▼申込み方法＝電話または直接、下記へ申込んで

ください。

【問・申込み】町民生活課　総合窓口班

　　　　　　 ☎８３－６４０１ 

　何かと異動の多いこの時期、国保の届出も忘れ

ずに町民生活課までお願いいたします。

　届出がないと国民健康保険の手続きが出来てお

りませんのでご注意ください。

こんな時 持参するもの

加

入

他市町村から転入し

たとき

前住所地で他の健康保

険を脱退してきた方は、

別途「離脱証明書」を

ご持参下さい。

他の健康保険などを

脱退したとき
健保などの離脱証明書

脱

退

他市町村へ転出した

とき
村田町の国保保険証

他の健康保険などに

加入したとき

村田町の国保保険証及

びこれからの国保、健

保などの保険証

そ

の

他

住所、世帯主、氏名

などが変わったとき
村田町の国保保険証

保険証を紛失また

は、汚して使えなく

なったとき

身分を証明するもの

修学のため、子ども

が他の市町村に住む

とき

村田町の国保保険証、在

学証明書

修学のため、他の市

町村に住んでいた子

どもの保険証の有効

期限が終了したとき

①学校修了後、就職な

どにより他の健保に加

入する場合

→村田町の国保保険証

及びこれからの国

保、健保などの保険

証

②他の学校等へ引き続

き進学する場合

→村田町の国保保険

証、在学証明書

③学校修了後、村田町

に住所を戻した場合（他

の健保などに加入予定

がないとき）

→村田町の国保保険証

※手続きをする時には、認印をお持ちください。

【問】町民生活課　保険年金班

☎８３－６４０１

し尿くみ取り料金の改正について

くらしの学習会では会員を募集しています！

国民健康保険からのお知らせ

国民健康保険（国保）の手続きについて
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　村田町保健センターは、町民の健康づくりを推

進する目的で昭和60年に設置されました。

　職員は所長１名（健康福祉課長兼務）事務職１名、

保健師４名、看護師１名、管理栄養士１名です。そ

の他事業により、臨時職員の助産師、歯科衛生士、

栄養士、看護師、清掃員が勤務しております。

　町民の皆さんが心身ともに健やかで心豊かな生

活を送るためには、疾病を事前に予防することが

大切です。さらに、疾病や障害を持った方も生涯

にわたり、自分らしさを保ちながら生活が送れる

よう、医療や福祉分野との連携を図った保健事業

を進めております。

　事業内容は母子保健事業、健康増進事業及び健

康診査事業、こころの健康づくり事業、感染症

予防事業、食育推進事業を柱として実施していま

す。事業については、広報むらたおしらせ版の健

康カレンダーへ掲載しておりますので、是非ご利

用ください。

　また、育児や健康に関する個別相談も面接や電

話等で随時対応しております。事前に電話連絡の

上、気軽にご利用ください。

●案内図

　村田町の健康課題を踏まえ、健康づくりの行動

指針となる第２期健康むらた21計画を策定しま

した。次回から本計画の詳細について、皆さんに

お知らせしていきます。

【問】保健センター　☎８３−２３１２

　１月に募集した朝ごはんレシピコンテストに多

数ご応募頂き、ありがとうございました。

　２月25日に朝ごはんレシピコンテストの審査

会を開催し、入賞者が決定いたしました。

　授賞式は、４月の食育推進会議の席上で実施す

る予定です。

　なお、入賞作品については広報むらたで随時紹

介していきます。

【問】保健センター　☎８３−２３１２

▼日時＝４月18日（金）午前10時〜午後３時

▼場所＝村田町役場３階ミーティングルーム

※当日は、宮城県仙南保健福祉事務所の担当者が

　相談に応じます。

【問】仙南保健福祉事務所　生活保護班

　　　☎５３－３１２２

　 　 健康福祉課　社会福祉班

　　　☎８３－６４０２

生活保護の相談窓口

村田町保健センターの活動を紹介します！

朝ごはんレシピコンテスト
入賞者が決定しました！

元気が出る！こころとカラダのはなし

〜看護学生・看護師、助産師の皆様へ〜

　当院では、医療機能充実のため看護職員の募

集を予定しております。

　つきましては看護部門の病院説明会を下記の

日程で開催いたします。

　説明会へ参加希望の方は、当院総務課人事係

またはホームページからお申し込みください。

▼採用試験＝5月、8月、11月、平成27年2月

募集告示は採用試験の約1ヶ月前となります。

詳細は当院ホームページをご確認ください。

▼病院説明会＝ 7月30日（水）、8月8日（金）、

　9月5日（金）、平成27年3月25日（水）

※その他でも随時受付しておりますのでご相

　談ください。

【問】みやぎ県南中核病院　総務課人事係

　　 （平日、午前８時 30 分〜午後５時）

 　　☎５１−５５００（代）

 　　Ｅ -mai l  : j i n j i@southmiyagi -mc. jp

みやぎ県南中核病院からのお知らせ

村田町役場

附属村田診療所

村田小学校

保育所

中央公民館

村田郵便局 消防署

駐在所

保健センター
村田町商工会

至大河原

村田インターヘ

町民体育館
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　村田町育英会では、平成26年度の奨学生を募

集します。

▼募集人数＝若干名

▼応募資格＝村田町在住者の子弟で、高等学校・

各種専門学校・大学・大学院に在学し、学術優

秀・品行方正かつ学資支弁が困難と認められる方

▼奨学金（貸与額）

高等学校生   月額２万円以内

各種専門学校生  月額２万円以内

短大・大学・大学院生 月額３万円以内

▼貸与期間＝奨学生が在学する学校の修業年限

（卒業まで）

▼返還方法＝卒業１年経過後から10年以内に返

還して頂きます。返還は、月賦・半年賦・年賦・

繰上償還も可能です。

▼申込方法＝申込書にご記入の上、身上概要書・

在学証明書・学業成績証明書・所得証明書・納税

証明書を添えて、教育委員会にお申し込みくださ

い。申請書は、村田町中央公民館にあります。

▼奨学生の決定＝申込書類により、当会理事会に

おいて奨学生の選考を行い、採否の決定後、本人

へ通知します。

▼応募受付期間＝４月10日（木）〜25日（金）

【問】教育総務課（中央公民館内）

　　　☎８３−２０３７

　経済的理由などにより、お子さんを小学校・中

学校に就学させることにお困りの方で、一定の要

件に該当するときは、申請により学用品や給食費

などの援助を受けることができます。

▼該当要件

・町民税の非課税世帯

・生活保護の廃止又は停止世帯

・児童扶養手当の受給者

・国民年金掛金の免除対象者

・国民健康保険の減免対象者

・生活福祉資金の借入者

・個人事業税、固定資産税減免対象者

・世帯の年間総所得金額が目安額に見合う方

※親族等からの援助がある場合や、資産の保有状

況などにより援助の該当にならない場合があり

ます。

▼援助費目・支給方法

　学用品費、新入学用品費、学校給食費、修学旅

行費、校外活動費等（学年等により支給額は異な

ります）。年２回（前期・後期）に分けて学校か

ら支給します。

▼申請方法＝お子さんの通学している学校、又は

教育委員会にご相談ください。年度途中での受付

もしておりますが、月割での支給となります。

【問】教育総務課（中央公民館内）

　　　☎８３−２０３７

就学援助制度について

奨学生を募集します

教育総務課からのお知らせ

子育て支援センターからのお知らせ

子育て支援センター４月の予定

○わくわく移動広場

日時＝４月17日（木）午前10時〜11時30分

場所＝沼辺地区公民館和室

内容＝「ボールプールで遊ぼう」

　　　　パネルシアターも行います

※遊びの支援や子育て相談も行いますの　

　で、お気軽においでください。

○みんなの広場　

日時＝４月24日（木）午前10時〜10時50分

場所＝子育て支援センター

内容＝〜はじめましての会〜

　　　　「大型絵本・体操」

　　　　おやつタイムもあります！

申込み方法＝４月22日（火）までにおやつ

代120円を添えて子育て支援センターへ申

込みください。

【問】子育て支援センター

　　（村田児童館内）

　　　☎・　８３−３９０１
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　この事業は、家庭・地域・学校が「協働」する
ことで、地域全体で子どもたちの学びの場面を支
援する取組です。小学校、中学校、幼稚園、保育
所、児童学級、児童館、子育て支援センター、各
地区公民館等で子どもたちの活動にご協力いただ
きます。
◆支援内容の例◆
・登下校時の安全指導　・農作物栽培活動支援　
・本の読み聞かせ　・図書整理　・環境整備　
・郷土芸能や村田町の歴史等の講師　・中学校部
活動支援　・行事、園外保育支援　等
※中学校の職場体験学習の受け入れにご協力いた
　だける事業所を募集中です。
 【問】生涯学習課（中央公民館内）
　 　 ☎８３−２０２３

　皆さんの多彩な学習活動を支援するため、生涯
学習の指導者を募集しています。
　教育委員会が企画する講座や子ども会、婦人会
などの社会教育団体における自主学習の場で、得
意な技能や知識を活かし、講師や活動のリーダー
になっていただくことが主な内容です。
　応募された方は「村田町生涯学習リーダーズバ
ンク」に登録し、活動をお願いする際にはこちら
からお声掛けさせていただきます。
 【問】生涯学習課（中央公民館内）
　 　 ☎８３−２０２３

　ジュニア・リーダーは、子ども会活動での行事
のお手伝いや、春・夏のキャンプなどで子どもた
ちの指導をするボランティアサークルです。子ど
もが好きな方はもちろん、仲間と一緒に楽しい活
動をしたい方なら大歓迎です。中学生・高校生で
あればどなたでも入会できます。詳しくは学校等
を通じてチラシを配布いたしますので、そちらを
ご覧ください。
 【問】生涯学習課（中央公民館内）
　 　 ☎８３−２０２３

　「スポーツ安全保険」は、スポーツ・文化・ボ
ランティア・地域活動、指導活動などを行う５名
以上のアマチュア団体、グループを対象としてい
ます。

▼保険期間＝年度ごとの掛け捨て型で、平成 26
年度は平成 26 年４月１日午前０時から平成 27
年３月 31 日午後 12 時までになります。

　※加入申込用紙は中央公民館にあります。
 【問】生涯学習課（中央公民館内）
　 　 ☎８３−２０２３

　村田町の各スポーツ少年団では平成 26 年度の
団員を募集しています。
　スポーツ少年団は「ひとりでも多くの青少年に
スポーツの喜びを！」との願いから活動を行って
います。
　子ども時代の楽しいスポーツ体験や遊びの仲間
は、かけがえのない財産で、一生の友人となるは
ずです。
　各小学校を通じてチラシを配布いたしますの
で、詳しくはそちらをご覧ください。

【問】村田町スポーツ少年団本部事務局
　 　（中央公民館内）☎８３−２０２３

　村田町スポーツ振興協会では、町内に住所を有
する方、もしくは町内の事業所・学校に所属して
いる方に対して大会参加の資金援助を行っていま
す。（ただし、出場登録選手、コーチ、監督に限
ります。）
▼該当となる大会
①オリンピック大会
②権威ある国際競技大会 ( 世界選手権、アジア大

会及びユニバーシアード大会 )
③国民体育大会
④全国高等学校選手権大会
⑤東北総合体育大会
⑥小学生を対象とする東北大会・全国大会
⑦ ( 財 ) 日本中学校体育連盟，( 財 ) 日本オリンピッ

ク委員会，文部科学省が主催又は共催もしくは
後援している児童・生徒を対象とした全国大会

⑧東北中学校体育連盟が主催する東北大会
⑨宮城県中学校体育連盟が主催する県大会（県中

総体、県新人大会等）

　平成 26 年度分の助成は、平成 27 年３月 31 日
まで申請を受け付けています。
　詳しくは、村田町スポーツ振興協会事務局（中
央公民館内）までお問い合わせください。
※中学生対象の東北大会、県大会（⑧及び⑨）に

ついては、例年各中学校から一括で申請を受け、
交付しています。

【問】村田町スポーツ振興協会事務局
　 　（中央公民館内）☎８３−２０２３

生涯学習課・公民館からのおしらせ

むらたっ子応援団事業（協働教育プラットフォーム事業）
「むらたっ子応援ボランティア」大募集！

村田町スポーツ少年団団員募集

村田町スポーツ振興協会資金援助制度について
村田町生涯学習リーダーズバンク登録者募集

ジュニア・リーダー（マボック）会員募集

スポーツ安全保険について
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◎企画展
『皐

さ

月
つき

の彩
いろどり

～端
たん

午
ご

の宴
うたげ

～』を開催します!!
　５月５日は端午の節句として、古来から子ども

の健やかな成長を願う行事が行われてきました。

　この時期に、鎧、兜、刀、武者や金太郎などを

模した人形を飾る風習も、その一つとして伝えら

れています。

　今回、歴史みらい館では、江戸時代から現代ま

での五月人形などを展示する企画展「皐月の彩〜

端午の宴〜」を開催いたします。是非、皆さんで

ご覧ください。

▼会期＝４月26日（土）〜６月１日（日）

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室、研修室

▼観覧料＝無料

「小学館の子ども図

鑑プレＮＥＯ楽しく

遊ぶ学ぶ　ふしぎの

図鑑」／白數　哲久

監修／小学館

　春、入園や入学、

新級などで新しい生

活が始まると、子ど

もたちは様々なもの

に出会い、発見しま

す。そしてお父さんやお母さんに「どうして？」

と素朴な疑問をぶつけます。

　そんなとき、答えは分かるけど、どんな言葉で

教えてあげればいいのか迷った、もしくは当たり

前すぎて考えたこともなかった、なんて経験はあ

りませんか？

　空はなぜ青い？どうしておなかがなる？お店の

卵は、あたためるとひよこになる？…こんな、大

人の「聞かれて困った！」の際にも役立つ題材が

満載の一冊です。

●開館時間＝午前9時〜午後5時

　　　　　　（展示室への入室は午後4時30分まで）

●４月の休館日＝7日・14日・21日

※28日・30日は開館いたします。

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

▼入居募集住宅（２戸）

①石生住宅１−14号（中耐３階建）

②石生住宅２−11号（中耐３階建）

▼家賃月額

　建設年度・面積・入居世帯の所得額等によって

決定されます。

▼入居資格

・現在、住宅に困っていることが明らかな方

（持ち家のない方）

・税金等の滞納が無い方

・公営住宅法に定める収入基準額を満たしてい

る方

・その他入居資格条件がありますので、建設課

へ問い合わせください。

▼申込み期間

４月１日（火）〜11日（金）

※申込者多数の場合は、抽選で各住宅毎に入居予

定者を決定致します。

【問・申込み】

建設課　管理班　☎８３−６４０７

※町のホームページでも入居資格等について確認

できます。

今月の歴史みらい館

町営住宅入居者募集
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期限内の納入をお願いします。

①国民健康保険税　　　　　　１期分

②介護保険料　　　　　　　　１期分

③水道使用料　　　　　　　　４月分

④下水道使用料　　　　　　　４月分

【口座振替をご利用ください】

　指定口座から自動振替されますので納め忘れも

なく安心です。また、わざわざ金融機関に出かけ

る必要もなくたいへん便利です。

○取扱金融機関

みやぎ仙南農業協同組合・七十七銀行・仙南信

用金庫・郵便局（ゆうちょ銀行）

○利用できる税目等

町県民税（普通徴収）・固定資産税・軽自動車

税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者

医療保険料・水道使用料・下水道使用料・住宅

使用料

○利用の手続き

● 金融機関・郵便局の窓口で申込んでくださ

い（町内の金融機関・郵便局には依頼書を備え

付けてあります）。

● 町外の金融機関・郵便局で手続きをする場

合は、下記までご連絡ください（町外の金融機

関・郵便局には依頼書がありません）。

● 申込みをする際には、通帳と通帳届出印を

ご持参ください。

【問】〈国民健康保険税・介護保険料〉

　　　　　　　　　 税務課　 ☎８３−６４０３

　　〈水道使用料〉水道事業所　☎８３−２８７０

　　〈下水道使用料〉建設課　　☎８３−６４０７

　行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人（東

日本高速道路㈱、ＮＴＴ、郵便局など）が行って

いる業務について、皆さんが持っている苦情や要

望、意見などの相談に応じ、その解決や実現のお

手伝いをするものです。

　行政相談委員はいつも自宅などで相談に応じて

いますが、今月は次の日程で行政相談所を開設し

ます。

　相談は無料で、秘密は厳守します。匿名の取扱

いもできますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

●相談所開設日

▼日時＝４月16日（水）　午前10時〜正午

▼場所＝村田町役場３階ミーティングルーム

【行政相談委員】　安部哲男さん

 大字村田字下河原１− 20　☎８３−２３５８

　２月６日から３月５日までの測定結果の概要

は、次のとおりです

■空間線量測定結果　　　　　　　 単位:μSv/h

測　定　場　所 回数 空間線量

村 田 町 役 場 敷 地 19 0.05～0.06

村 田 小 学 校 ３ 0.02～0.05

村田第二小学校・沼辺児童館 ３ 0.03～0.05

村 田 第 一 中 学 校 ３ 0.05～0.06

村 田 第 二 中 学 校 ３ 0.04～0.06

村 田 幼 稚 園 ３ 0.04～0.08

沼 辺 幼 稚 園 ３ 0.03～0.04

村 田 保 育 所 ４ 0.04～0.07

村 田 児 童 館 ４ 0.05～0.07
　学校等の空間線量は、校庭中央等１ヶ所の測定

値を掲載しています。

■食品等簡易放射能測定結果

区　　分 検体 基準値超過数

町 内 産 農 林 産 品 等 ０ ０

給食
食材

村 田 保 育 所 13 ０

村田第一中学校 ８ ０

村田第二小学校
村田第二中学校 ６ ０

住民持込み農林産品等 ２ ０
　個々の詳細な測定結果は、村田町ホームページ

 （東日本大震災関連情報）をご覧ください。

 

【問】町民生活課　環境衛生班　☎８３−６４０１

今月の行政相談

放射線対策に関するお知らせ

平成26年４月の納税・保険料・使用料
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●「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン県南

エリアオープニングイベント in 白石蔵王駅」

　４月から６月に開催される仙台・宮城【伊達な

旅】春キャンペーンのオープニングイベントとし

て、武将隊、県南エリアご当地キャラクター大集

合「みんな笑顔で新幹線に手を振り隊」、ミニ新

幹線乗車会、自衛隊の災害対応車両の展示、災害

派遣のパネル展、ポップコーンプレゼント（先着

600 名様）、コスプレ大集合などの多くのイベン

トを開催いたします。是非ご家族連れでお出かけ

ください

▼日時＝４月５日（土）

　　　　午前９時〜午後１時 30 分

▼場所＝白石蔵王駅

【問】白石蔵王駅　☎０２２４−２５−１２４０

●えずこホール　イベント情報

えずっこひろば

▼日時＝４月９日（水）　午前 10 時〜正午

▼会場＝えずこホール　ホワイエ

▼対象＝どなたでも　※参加費無料

【問】えずこホール　☎５２−３００４

●ことりはうすイベント情報

森の不思議な力・炭焼体験

▼内容＝みやぎ蔵王の豊かな自然に親しみ、森の

不思議な力を体験します。竹炭作り体験や竹炭消

臭かごもり体験、棒パン作り体験を行います。

▼期日＝４月19日（土）

▼時間＝午前10時〜午後３時

▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター

▼参加費＝1,500円

▼対象者＝小学生以上（未就学児は保護者同伴）

▼持ち物＝手袋、雨具など

▼申込期限＝4月17日（木）

▼定員＝15名

フォレスト　トレッキング

▼内容＝早春の野鳥の森周辺を花や木々を観察し

ながら、ゆっくり時間をかけて歩きます。

▼期日＝４月26日（土）

▼時間＝午前10時〜午後２時

▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター

▼参加費＝500円

▼対象者＝小学生以上

▼持ち物＝雨具、弁当

▼申込期限＝４月24日（木）

▼定員＝15名

【問】蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」

　　☎０２２４−３４−１８８２

　　　０２２４−３４−１８７１

●角田宇宙センター　一般公開

▼日時＝４月 20 日（日）

　　　　午前 10 時〜午後３時 30 分

　　　　（入場は午後３時まで）

▼公開施設＝高空燃焼試験設備バスツアー、再使

用観測ロケットエンジン試験設備など

▼内容＝宇宙をめざす君たちへ〜夢をかなえるア

ドバイス〜、ロケット発射場のひみつ !? 〜発射

場大解剖〜　など

※詳しくは角田宇宙センターのホームページをご

　覧ください。

【問】角田宇宙センター

 　　☎０２２４−６８−３１１１

●平成26年度国家公務員「国税専門官採用試

験」（大学卒業程度）のお知らせ

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務

職員を募集しています。国税専門官は、国の財政

を支える重要な仕事を担い、税務署等において、

調査・徴収・検査や指導などを行う税のスペシャ

リストです。

▼受験資格

①昭和59年4月2日から平成5年4月1日生れの者

②平成5年4月2日以降生まれの者で次に掲げるも

の

（1）大学を卒業した者及び平成27年3月までに

大学を卒業する見込みの者

（2）人事院が（1）に掲げる者と同等の資格が

あると認める者

▼受験申込受付期間

①インターネット申込＝4月1日（火）から4月14

日（月）

②郵送・持参申込＝4月1日（火）から4月2日

（水）

※受験申込みは原則インターネット申込みとしま

　す。

▼第1次試験日＝6月8日（日）

【問】仙台国税局人事第二課試験研修係

　　　☎０２２−２６３−１１１１　内線３２３６
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●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談・

抗体検査

　相談・検査ともプライバシーはかたく守ってお

り、性感染症相談は匿名で受けられます。

＜検査＞

・感染が気になる方は原則無料。

・検査は予約が必要です。

・検査内容：問診・採血（10ml）

・検査結果は、次の検査日に来所していただき、

直接お知らせします（代理不可）。

▼日時＝４月８日（火）・22日（火）

　エイズ・クラミジア検査　午後 1 時〜 3 時

　Ｂ型・Ｃ型肝炎検査　午後3時〜4時

▼場所＝仙南保健所

＜性感染症や肝炎に関する相談＞

・電話：平日、午前8時30分〜午後5時15分

・面接：検査日時に無料で受けられます。

【予約・問合せ】

仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１

●骨髄バンクドナー登録

　白血病などで骨髄移植を希望する方に提供者が

見つかるよう、登録にご協力ください。

＜登録要件＞

・年齢：18歳以上、54歳以下の健康な方

・体重：男性45㎏以上、女性40㎏以上

＜登録の流れ＞

・登録の説明→問診→申込書記入→採血

▼日時＝４月８日（火）・22日（火）  午前９時〜 10 時

▼場所＝仙南保健所

※献血ルーム（アエル 20・杜の都 AOBA）でも

登録できます。

【予約・問合せ】

仙南保健所　疾病対策班　☎５３−３１２１

●思春期・引きこもり相談

　思春期のトラブルや引きこもりの悩みに対し

て、精神科医や相談員による相談を行います。本

人だけでなく、家族や関係する方が相談すること

もできます（要予約）。

▼日時＝４月17日（木）・24日（木） 午後１時〜３時

▼場所＝仙南保健所

【予約・問合せ】

仙南保健所　母子障害班　☎５３−３１３２

●アルコール専門相談

　アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家

族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士

が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相

談することもできます（要予約）。

▼日時＝ 4 月 16 日（水）午後 1 時〜 3 時

▼場所＝仙南保健所

【予約・問合せ】

仙南保健所　母子障害班　☎５３−３１３２

●消費税率引上げに伴う被災者の住宅再建に対す

る給付措置　「住まいの復興給付金制度」

　東日本大震災により被災した住宅の被災時の所

有者が、引き上げ後の消費税率適用時に新たに住

宅を建築や購入または被災住宅を補修（※）し、

居住している場合に給付金を受けられる制度が創

設されました。

　国へ直接申請になるため、国では専用の問い合

わせ先（コールセンター）を設けて、制度の詳し

い内容や申請書等について皆さんのご質問にお答

えします。（※補修の申請の際は、補修前後の写

真が必要。）

　また、施工業者（住宅メーカーや工務店等）も

制度のご案内をしていますのでお気軽にお問い合

わせください。

【問】住まいの復興給付金事務局コールセンター

（受付時間：午前 9 時〜午後 5 時　土・日・祝日を含む）

　　　☎０５７０−２００−２４６

　　　ホームページ： http://fukko-kyufu.jp

4

83-2111 83-5740



 

　平成26年度の国民年金保険料は次のとおりで

す。

平成26年度国民年金保険料（月額）

定額納付 15,250円

定額＋付加 15,650円

（一部納付の方）

１／4納付 3,810円

半額納付 7,630円

３／４納付 11,440円

　平成26年度分の「国民年金保険料納付案内

書」が送付されますので、納付期限を守って納

めるようにしましょう。

　なお、全額免除または納付猶予の継続申請を

した方、学生納付特例の承認を受けた方で今年

度も在学される方には納付書は送付されませ

ん。現在一部納付に該当している方について

は、４〜６月分の納付書のみお送りします。

　法律が改正されたことにより、申請時から最

大2年1ケ月前までの期間について、さかのぼっ

て免除等の申請ができるようになりました。

【26年4月時点の申請可能期間】

申請年度 申請可能期間 審査対象の所得

23
平成24年3月～

24年6月分
平成23年分

24
平成24年7月～

25年6月分
平成24年分

25
平成25年7月～

26年6月分
平成24年分

（※ 4/1・2 は平成 24 年 2 月分も可）

　過年度分の免除審査は、対象とする年度の所

得額で行います。本人・配偶者・世帯主の最大

3名分を審査しますので、本人以外の方の所得

額によって却下となる場合があります。

　所得申告が済んでいない場合は、必ず先に申

告を済ませてから申請して下さい。

　なお、申請書は申請年度ごとに必要となります。

 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１  

　　町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１

　　日本年金機構ホームページ

　　http://www.nenkin.go.jp/

　2020年、東京オリンピック開催が決定しました。そ

れに伴いオリンピック関連の詐欺的トラブルの相談が

全国の消費生活センターに寄せられ始めています。ご

注意ください。

［事例１］

　自宅に白い封筒が届いた後、知らない業者から電話

があり「今、手元に届いている封筒は大手宝石会社か

らのもの。この会社が東京オリンピックのメダルを作

ることになったので、当社はこの会社に協賛したい。そ

の封筒を譲ってくれたら、商品券か旅行券をプレゼン

トする」と言われた。

［事例２］

　以前、ある会社の未公開株を30万円で購入していた

が、先日、証券会社を名乗る者から「オリンピック開催

が決定して、株価が10倍の300万円になったので、売ら

ないか？」と言われ、売ることにした。「売却代金を送金

する保険料」として30万円を振り込んだが、その後も

手数料などの名目で何度も請求を受け、お金が無くな

り、友人に借りに行ったところ、詐欺だと言われた。

●悪質業者は、世の中で話題となっている出来事を

悪用して近づいてきます。今後、東京オリンピック

に関連した詐欺的トラブルはさらに増えてくるもの

と考えられます。

●「代わりに買ってくれたら高値で買い取る」などと持

ちかける買え買え詐欺には特に注意が必要です。

●パンフレットにオリンピック・シンボルなどが印刷

されていたとしても、簡単に信じない。（オリンピッ

ク・シンボルは、公式スポンサー以外の企業が勝

手に使用できるものではありません。）

　国民生活センターでは、うまい話を持ちかけられて

も、安易に信用したり、お金を払ったりすることの

ないように注意を呼びかけています。

○消費生活相談、まずはお電話を！

・村田町消費生活センター（東庁舎４階）

 （午前９時〜午後４時 月･水･金）　☎８３−６４０１

・県大河原合同庁舎 県民サービスセンター

　午前９時〜午後４時　月〜金　　☎５２−５７００

・宮城県消費生活センター

　平日 午前９時〜午後５時　土日 午前９時〜午後４時

　☎０２２−２６１−５１６１

※祝日・年末年始はお休みです。

 【問】町民生活課　総合窓口班　☎８３−６４０１
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「東京オリンピック」関連のトラブルにご注意!

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?

国民年金保険料変更のお知らせ

免除申請できる期間が拡大しました
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町 のようす 平成26年2月末日現在

人口････ 11,715人
男････  5 , 82 8人
女････  5 , 8 87人

転入･･ 29人 転出･･ 23人
出生･･   5人 死亡･･  15人

世帯数･･･ 3,882戸

結 婚 お め で と う（敬称略）

誕 生 お め で と う（敬称略）

おくやみ申し上げます（敬称略）

 「哀悼のことば」について
　町では町内在住の死亡された方に対し、「哀悼のこと
ば」を死亡届けの際にお渡し申し上げ、弔意を表してお
ります。
　告別式において、弔電ご披露の折にご奉読をお願いし
ております。

■このコーナーでは､結婚･誕生･死亡のお知らせを行って
います｡掲載を希望される方は､戸籍の届けでの際､窓口
にある「お知らせ依頼書」に記入し､申請してください。

村田町保健推進員会おすすめ! ヘルシー献立
　今年度も、引き続き村田町保健推進員会の研修会や各

種教室等で実施したお勧め献立を掲載します。みなさ

ん、ご家庭で是非お試しください。

４月の献立
さけの照り焼き、かぶのしょうが和え添え

▼一人分の材料

生鮭１切れ　Ａ（しょうゆ小さじ1　みりん小さじ1）

油小さじ2/3　Ｂ（かぶ30ｇ　かぶの葉5ｇ　塩0.3ｇ　

しょうが少々）

▼作り方

①Ａを合わせて鮭を 20 分漬けておきます。

②フライパンに油を引き、①を中火で両面を色よく

焼きます。

③Ｂのかぶは薄切、かぶの葉はゆでて細かく切り、

しょうがと塩を合わせて軽くもみます。

④器に②、③を盛ります。

※この献立は平成24年度保健推進員会メタボ予防講習

会で実施した献立です。

※塩蔵の鮭は塩分を多く含みますが、生鮭をしょうゆ

とみりんを合わせた調味液に漬けこむので、塩分量

が少なくすみます。

※鮭は消化・吸収の良い良質なタンパク質に富み、

脂肪分もEPAやDHAなど不飽和脂肪酸が中心のた

め、美味しいうえに健康に良い食材です。鮭に含ま

れるEPA（エイコサペンタエン酸）、DHA（ドコ

サヘキサエン酸）は血中のコレステロールを抑えて

血液の流れを良くし、動脈硬化や血栓、高血圧を予

防します。DHAについてはさらに脳の細胞を活性

化さる効果も指摘されています。ほかにも、鮭には

栄養素の代謝を促すビタミンB群や、カルシウムの

骨への吸収を進めるビタミンDが豊富に含まれてい

ます。また、抗酸化の力で細胞を守るビタミンEが

多いのもうれしい特長です。

  献立のエネルギー　101キロカロリー

　　　　　　　　　　  タンパク質12ｇ　塩分1.1ｇ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

山
やま

本
もと

　悠
はる

眞
ま

くん （悠二・美紀） 本　郷

篠
しの

田
だ

　聖
せ

衣
い

ちゃん（瑛一郎・祐子）荒　町

原
はら

田
だ

　真
ま

衣
い

ちゃん （昌道・美貴） 薄　木

伊
い

藤
とう

　　唯
ゆい

ちゃん （潤・舞希子） 千　塚

♥ 佐藤　秀斗 （内　町）

阿部めぐみ （白石市）

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

藤井　一康 （48） 本　人 本　郷
佐藤　澤子 （86） 良　雄 小泉西町

佐藤　ひて （87） 本　人 石　生

大槻シヅカ （91） 孝　一 沼辺北

村上　良一 （81） 光　博 足立東

佐々木クニヨ （86） 眞壁守 姥ケ懐

吉野　誠一 （83） 透 千　塚

渡邊登代志 （82） 幸　治 沼辺南

関　　歌子 （87） 正　信 沼辺南

南部あさ　 （88） 正　男 内　町

小林　吉丸 （81） 本　人 菅生下

加藤喜代治 （93） 敏　男 石　生

太田はつい （97） 松　吉 沼辺南

髙橋　　剛 （85） 本　人 本　町

※今月号から外国人を含めた人口と世帯数を掲載します。
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4 卯　月卯　月
月 カレンダー町 民

4月は　　日です。4月は　　日です。202020

保健センター　☎83-2312
◆予防接種…母子健康手帳､予診票
◆乳幼児健診…母子健康手帳､バスタオル､問診票
◆1歳児お誕生相談…母子健康手帳､問診表､1回分のおやつ､

「天使の笑顔」掲載希望の方は依頼書とスナップ写真
※母子健康手帳交付（妊娠届）の際は､できるだけ本人が来所

してください。
※お子さんが感染症などにかかっている場合､次回の健康診査

日・相談日をご利用ください。
◆「食生活相談・健康相談」と「こころの健康相談」は予約制で

す。事前に健康福祉課へご連絡ください。
【社会福祉協議会　☎８３−５４２２】
◆生活相談＝毎週　水曜日（祝日を除く）
　　　　　　午後１時～４時

休日当番医

内科 さくら小児科医院 （大河原） ☎51-5355
外科 庄司クリニック （大河原） ☎51-3741
歯科 村上歯科医院 （大河原） ☎53-3563
調剤 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

さとう調剤薬局 （大河原） ☎51-4431

内科 村田内科クリニック （村　田） ☎83-6061
外科 さくらの杜診療所 （大河原） ☎51-4625
歯科 もり歯科クリニック （大河原） ☎52-1563
調剤 やすらぎ調剤薬局 （村　田） ☎83-6890

ペガサス薬局 （大河原） ☎87-6097

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 菊池歯科医院 （柴　田） ☎57-2950
調剤 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

仙台調剤大河原西店 （大河原） ☎51-4011

内科 中核病院村田診療所 （村　田） ☎83-2445
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500

歯科 さくら歯科 （大河原） ☎52-3900
調剤 アイン薬局村田店 （村　田） ☎82-1682

カメイ調剤薬局大河原店 （大河原） ☎51-3121

内科 玉渕医院 （柴　田） ☎56-1012
外科 乾医院 （柴　田） ☎56-1451
歯科 大河原歯科医院 （大河原） ☎52-2250
調剤 槻木中央薬局 （柴　田） ☎56-3169

柴田薬局 （柴　田） ☎56-3715

内科 おおぬま小児科 （柴　田） ☎87-7561

外科 宮上クリニック （柴　田） ☎55-4103

歯科 和野歯科医院 （柴　田） ☎55-5126

調剤 こひつじ薬局 （柴　田） ☎86-4189

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

4月　6 日（日曜日）

　13 日（日曜日）

　27 日（日曜日）

 29 日（火曜日・昭和の日）

　20 日（日曜日）

 5月　3 日（土曜日・憲法記念日）

日 曜 4月1日～4月30日

4/1 火 食生活・健康相談（13:00～15:00　要予約）保健センター

2 水
生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２歳６か月児歯科健診（12:15～12:30/H23年8・9月生）保健センター

3 木

4 金

5 土

6 日 朝のひとはき運動

7 月 母子健康手帳交付（13:00～15:00）保健センター

8 火 こころの健康相談（9:30～11:30　要予約）保健センター

9 水 生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水
生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　　　　

１歳お誕生相談（9:00～9:15/H25年4月生）保健センター

17 木

18 金

19 土

20 日

21 月 母子健康手帳交付（13:00～15:00）保健センター

22 火

23 水 生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火 昭和の日

30 水

人権相談（13:00～15:00）社会福祉協議会  
生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会
育児相談（9:00～10:00）保健センター

３歳６か月児健診（12:15～12:30/H22年10・11月生）保健センター

4か月児健診（13:30～13:45/H25年12月生）保健センター

5/1 木

2 金


