
　昭和 56年５月 31日以前に着工した木造在来

構法の戸建て住宅を対象に、耐震診断士を派遣し、

住宅の耐震診断と耐震改修計画作成を行います。

　診断料148,300円（延床面積200㎡以下の場合）

のうち145,000円を助成します。自己負担額3,300

円で耐震診断を受けることができます。

　延床面積が200㎡を超える場合は診断料・自己

負担額等が変わります。詳しい内容はお問い合わ

せください。

▼募集件数＝８件（申込み多数の場合調整有）

▼申込期間＝６月２日（月）〜30日（月）

【問・申込み】建設課　☎８３−６４０７

○対象住宅　　次に該当する住宅

（１）昭和56年５月 31日以前に着工した木造

在来軸組構法又は枠組壁工法の戸建て木造住宅。

（２）町実施の耐震一般診断助成事業において上

部構造評点1.0 未満の住宅で、改修工事施工後

上部構造評点1.0 以上に改修又は建替え工事を

実施する住宅等。

※その他要件もありますので、詳しい内容はお問

　い合わせください。

○補助額

（１）耐震改修工事のみの場合

　耐震化工事費用の 1/3 以内（上限 30万円）

と耐震化工事費用の 1/6 以内（上限 15万円）

を合計した額。（最大補助額45万円）

（２）耐震改修工事とその他改修工事を行う場合

　耐震化工事費用の 1/3 以内（上限 30万円）

と耐震化工事費用の5/18以内（上限25万円）

を合計した額。（最大補助額55万円）

▼募集件数＝３件（申込み多数の場合調整有）

▼申込期間＝６月２日（月）〜30日（月）

【問・申込み】建設課　☎８３−６４０７

　町では、地域経済の活性化を図るため「村田町

共通商品券導入助成事業（２割増商品券発行）」を

行います。

　２割増商品券は、村田町商工会で発行し、町内

の商店や事業所等で使用できますので、是非ご活

用ください。

▼発売日

　６月７日（土）午前10時〜午後４時

　６月８日（日）午前10時〜午後３時

▼場所＝村田町民体育館

　　　　（「蔵の町むらた・工芸市」会場）

▼内容＝１口10,000円（１枚1,000円× 12枚）

　　　　※購入はお１人様３口まで

▼使用期間＝６月７日〜11月６日まで

※６月９日（月）以降、土 ･日 ･ 祝日を除き村田

　町商工会で随時販売（なくなり次第終了）

【問】地域産業推進課　☎８３−２１１３

　　　村田町商工会　☎８３−２２６７
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▼職種

①行政（上級・大学卒業程度）

②保健師（上級・大学卒業程度）

③保育士（中級・短期大学卒業程度）

▼職務内容

①行政事務に従事しますが、税務、用地交

渉、施設管理等の業務に従事することもあ

ります。

②・③ともに専門的業務に従事しますが、事

務的業務に従事することもあります。

▼採用予定人数

①若干名

②１名

③２名

▼受験資格

①昭和59年４月２日以降に生まれた者で、大

学を卒業した者または平成27年３月31日

までに卒業見込みの者

②昭和59年４月２日以降に生まれた者で、保

健師の資格を有する者または平成27年３月

31日までに取得する見込みの者

③昭和59年４月２日以降に生まれた者で、保

育士と幼稚園教諭の両方の資格を有する者

または平成27年３月31日までに取得する

見込みの者

▼申込方法

　総務課に受験申込書を請求のうえお申し込

みください。郵便で受験申込書を請求する場

合には、封筒の表に「職員採用統一試験受験

申込書請求」と朱書きし、宛先を明記の上、

120円切手を貼った返信用封筒（Ａ４サイズ

が入る大きさ）を必ず同封してください。

▼申込先

村田町役場総務課　秘書人事班　あて

〒989−1392　

宮城県柴田郡村田町大字村田字迫６

▼受付期間

６月２日（月）〜20日（金）

　申込受付は、平日の午前８時30分から午後

５時までです。

　郵便の場合は、６月20日(金)までに上記の

受験申込先に届いたものに限り受け付けます

ので、「簡易書留」等の確実な方法によって

送付してください。

▼試験日・場所

〈第一次試験〉

　７月27日(日)

　仙台大学（柴田町）

〈第二次試験〉

　９月上旬頃

【問】総務課　秘書人事班　☎８３−２１１１

▼入居募集住宅（１戸）＝石生住宅1−34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、建設課へお問い合わせください。

▼申し込み期間＝６月２日（月）〜13日（金）

※申込者多数の場合は、抽選で入居予定者を決定いたします。

※村田町のホームページでも入居資格等について確認出来ます。

【問・申込み】建設課　管理班　☎８３−６４０７

● 村田町職員採用試験を行います ●

町営住宅入居者募集
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　今月から健康むらた21計画の具体的な重点項
目の内容についてお知らせします。
　６月はバランスのとれた食生活の実現について
です。
　村田町の食生活に関する課題として、①学童期
及び成人の肥満が多い。②若い世代に野菜を食べ
る人が少ない。③若い世代に塩分に気を付ける人
が少ない。④若い世代に朝食を毎日食べる人が少
ない。以上のように若い世代に問題がありまし
た。（平成24年住民アンケート調査より）
　そこで、その課題解決のために、家庭での取り
組みの方向性を次のように掲げました。
①主食・主菜・副菜をそろえた食べ方を身につけ
ましょう。
②適正体重を維持しましょう。
③薄味にして減塩食生活にしましょう。
④朝・昼・夕の３食を毎日食べましょう。
　具体的な方法として
①野菜料理を１日５皿食べましょう。
②毎週１回体重測定をしましょう。
③だしを上手に使って塩分を控え、調味料は味を
みて控えめにしましょう。
④家族そろって楽しく食べるように心掛けましょ
う。
　以上の事を皆さんが日々実践することにより、
健康的な家庭、地域、そして村田町の実現ができ
るのです。
　また、一人一人が実践しやすいように、町や教
育機関、地域、企業等で協力、連携しながら様々
な事業を展開していきます。

野菜を毎日食べる人の割合

【問】保健センター　☎８３－２３１２

　赤ちゃんからお年寄りまで楽しめる「歯と口に
関する楽しい健康コーナー」が盛りだくさんで

す。是非、お誘い合わせのうえご参加ください。
▼日時＝6月7日（土）　午後０時45分〜4時
※フッ素塗布や各コーナーは、午後１時30分〜３時30分
▼場所＝大河原町保健センター
▼内容＝フッ素塗布、歯科相談、お口の中の細菌
が見られる顕微鏡コーナー、奥歯でよく噛むレシ
ピ紹介、体組成測定、歯の模型色付けコーナー、
ビデオ上映、お薬相談、スタンプラリーなど。
※フッ素塗布希望の方は、当日会場へお越しください。
※すべてのコーナーが無料です。
※お車でお越しの際は大河原町役場駐車場をご利用ください。
▼主催＝柴田郡歯科医師会
　　　　川崎町・村田町・柴田町・大河原町

【問】保健センター　☎８３－２３１２

▼日時＝６月20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

　介護保険施設サービス利用時の「居住費」と「食
費」の軽減を受ける際に必要な負担限度額認定に
ついて、現在交付している認定証の有効期間が「平
成 26 年６月 30 日」までとなっております。
　既に認定証をお持ちの方には、６月初旬に更新
のための申請書を送付いたしますので、７月以降
も引き続き認定を受ける場合は、更新の手続きを
行ってください。
▼提出期限＝６月16日（月）
▼提出先＝健康福祉課

【問】健康福祉課　高齢福祉班　☎８３－６４０２

特定健診・後期高齢者健診について
～東日本大震災で避難されている方々へ～

生活保護の相談窓口

介護保険負担限度額認定は
６月30日が有効期限です

元気が出る！こころとカラダのはなし
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歯と口の健康週間　大河原大会のお知らせ

　国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加
入している方で、東日本大震災により住民票
を異動せずに避難している方は、避難元の市
町に連絡することにより「特定健診」・「後
期高齢者健診」を受けることができます。
▼該当市町＝仙台市、石巻市、気仙沼市、岩沼市、
東松島市、亘理町、山元町、女川町、南三陸町
▼受診期間＝平成26年４月１日〜平成27年３月31日
※詳しくは避難元の各市町担当課へお問い合わせ
ください。

　検査項目等は、村田町のホームページに掲
載しています。

【問】町民生活課　保険年金班　☎８３－６４０１

健康むらた21計画（第２期）
バランスのとれた食生活の実現



おしらせばん 4

　毎年町では、河川の正常な機能を維持し郷土を洪

水など災害から守り優れた自然環境を育む川を愛護

するため、地域の皆さんのご協力をいただき、河川

堤防の清掃と雑草刈り払いを実施しております。

　本年も６月29日（日）午前５時より実施しますの

でご協力をお願いいたします。

※雨天時は、７月６日（日）となります。

　本作業は、地域の皆さんの善意により、奉仕作業

として実施しており、参加者確認等は行いませんの

でご理解ご協力をお願いいたします。

　作業場所、内容などは各地区ごとにお知らせいた

します。当日は各行政区長の指示に従い、怪我など

には十分に気をつけて作業を行ってください。

【問】建設課　建設班　☎８３−６４０７

　土砂災害は、集中豪雨や長雨によって起こる

ケースがほとんどで、雨が地中にしみ込み土の抵

抗力が弱まるために起こります。１時間に 20ミ

リ以上の雨が降ったり、降り始めからの雨量が

100 ミリを超えたら注意が必要です。

　普段から災害に対する知識を深め、防災意識を

高めることで、いざという時の被害を最小限に抑

えることができます。この機会に家族・地域ぐる

みで避難場所や避難方法について話し合い、避難

体制を作り上げ、また危険を感じたら速やかに避

難するようにしましょう。

　期間中、パトロールなどを行いますので、土石

流・地すべりの起きそうな箇所がありましたら、

下記までご連絡ください。

《こんな時は注意が必要です》

◆斜面から急に水が湧き出した。

◆斜面から小石などが落ちてくる。

◆石垣やコンクリート壁にズレや亀裂が生じた。

◆普段聞きなれない音がする。

【問】建設課　建設班　☎８３−６４０７

　　　宮城県大河原土木事務所

　　　河川砂防二班　☎５３−３９１６

　平成 26年度中に対象区域内において、家庭用

浄化槽を設置し、使用開始する方に対して、補助

金申請を受け付けます。ただし、補助金の交付は

予算の範囲内となります。

▼対象区域＝公共下水道事業認可区域及び農業集

落排水事業処理区域を除く区域

▼補助金交付額

人　槽 補助金額
５人槽 332,000円
７人槽 414,000円
10人槽 548,000円

▼その他条件・区域等については、建設課までお

問い合わせください。

※村田町のホームページでも浄化槽設置整備事業

　（補助内容等）について確認できます。

【問】建設課　☎８３−６４０７

●経済センサス‐基礎調査とは？

　事業所及び企業の活動の状

態を調査し、全ての産業分野

において、従業者規模等の基

本的構造を全国及び地域別に

明らかにするとともに、各種

統計調査の基礎となる母集団

情報の整備を図ることを目的として実施します。

●商業統計調査とは？

　商業を営む事業所について、産業分類別、従業

者規模別、地域別等に従業者数、商品販売額等を

把握し、我が国の商業の実態を明らかにし、商業

に関する施策の基礎資料を得ることを目的として

実施します。

※調査票は統計調査員が 6 月末日までにお届け

し、7月 1日以降に回収に伺う予定です。調査

の意義・重要性をご理解いただき、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。

【問】企画財政課　まちづくり推進班

　　　☎８３−２１１２

河川雑草刈り払いを行います

６月は土砂災害防止月間です
平成26年経済センサス

−基礎調査・商業統計調査を実施します−

浄化槽の設置を補助しています
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◎第12回町グラウンド・ゴルフ大会
（兼管内ヘルシー大会予選会）
▼日時＝６月８日（日）　午前９時　開会
▼会場＝塩内グラウンド
▼対象＝各地区代表チーム
※雨天時は６月15日（日）に延期となります。

◎第26回町ヘルシー大会
（兼管内ヘルシー大会予選会）
▼日時＝７月６日（日）　午前８時30分開会
▼会場＝総合開会式　町民体育館
・ソフトボール　　　塩内グラウンド
　　　　　　　　　　北沢グラウンド
・家庭バレーボール　町民体育館
・ペタンク　　　　　塩内公園
▼対象＝各地区代表チーム
※雨天時は家庭バレーボールのみの開催となり、
他の種目は中止となります

【問】生涯学習課（中央公民館内）
　　　☎８３−２０２３

◎「刀剣教室と日本刀鑑賞会」を開催します
　歴史みらい館では、日本における刀剣の歴史及
び鑑賞の作法について学習し、重要刀剣クラスを
手に持ち実際に鑑賞できる「刀剣教室と日本刀鑑
賞会」を宮城県美術刀剣保存協会の主催により開
催します。
　日本の伝統美の日本刀の歴史を学び触れること
ができる貴重な機会となりますので、是非ご参加
ください。
▼日時＝6月28日（土）
▼場所＝村田町歴史みらい館　研修室
【午前の部】　刀剣教室
内容＝日本における刀剣の歴史及び鑑賞の作法
について
講師＝宮城県美術刀剣保存協会　鈴木俊一氏
時間＝午前10時〜正午
定員＝なし　　　費用＝無料

【午後の部】　日本刀鑑賞会
内容＝名刀の鑑賞（直接手に持って鑑賞いたし
ます）
講師＝刀剣研究家（東京都在住）　高山武士氏
時間＝午後1時〜5時
定員＝40名　※先着順になります。
費用＝2,000円（午後の部の開始前に受付いた
します）

▼申込方法＝当日会場にて受付いたします。
【問】宮城県美術刀剣保存協会事務局
　　　☎０９０−１０６５−５５７３（担当：後藤）

「本の花」／平松洋子
／本の雑誌社
　向田邦子、よしもと
ばなな、小川洋子、
いとうせいこう、内田
樹、橋本治、山下清…
「読むよろこび」があ
ふれだす読書エッセ
イ。著者の穏やかで端
正な文章にも引き込ま
れます。
　次に読む本を迷って

いたら、この本を覗いてみてください。様々な
ジャンルの書評が揃っていて、どれもこれも読み
たくなりますよ。
※歴史みらい館図書室では、ベストセラー本や人
気作家の小説等の寄贈を受け入れています。ご
家庭に眠っている本がございましたら、ぜひ当
館までご連絡ください。

【みらい館にない図書は…】
　歴史みらい館にない図書を借りたい場合は「図
書館情報ネットワーク」を利用して、宮城県図書
館の蔵書を検索・貸出予約が出来ます。
(1)借りたい本の題名・作者・出版社・ジャンル

などを窓口にお申し出ください。
(2)カウンターではパソコンを使って県図書館所

蔵の有無・貸出状況などを確認し、貸出可能
な場合、貸出依頼を送信します。

(3)依頼した本がみらい館に届きましたら、すぐ
に連絡いたしますので、窓口で本の貸出手続
きをお願いいたします。

（貸出期間は、貸出日を含めて15日間です）
●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）
●６月の休館日＝２日・９日・16日・23日・30日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

今月の歴史みらい館

小・中学生の健康アンケート
調査にご協力ください

　県内の公立小・中学校のお子さんの保護者
を対象に、「宮城県小・中学生の健康アンケー
ト調査」が実施されます。震災後の子どもた
ちの健康状態を把握するための大切な調査で
す。アンケートは各学校で配布されますので、
ご協力をお願いいたします。
▼対象＝公立小学校２・４・６年生と中学２年生
▼調査期間＝６月上旬
▼協力＝宮城県・宮城県教育委員会

【問】東北大学東北メディカル・メガバンク機構
　　　☎０２２−７１８−５１６３

生涯学習課・公民館からのお知らせ



おしらせばん 6

　

　児童手当を受給されている方は、毎年６月に「現
況届」を提出していただく必要があります。
　この届は、毎年６月１日現在における状況を届
出いただき、継続して受給できる資格があるか確
認するためのものです。この届出がない場合は、
６月分以降の手当の支払いが差止となりますの
で、６月 20 日までに必ず提出してください。
　なお、対象となる方には町から「平成 26 年度
児童手当・特例給付現況届」をお送りしておりま
す。必要事項を記入し、必要書類を添付して提出
してください。
　また、今年度から郵送による現況
届 の 提出（郵送代利用者負担）も 可 能
になりましたので、ご利用ください。
▼対象者
　現在、児童手当を受給している方
▼日程・場所

会場受付 郵送受付

期
　
　
間

6/16（月）～18（水）
①午前 9 時～
　　　 11 時 30 分
②午後 1 時 15 分～
　　　　　　　5 時

6/2（月）～20（金）

場
　
　
所

[受付場所] 

中央公民館
１階会議室

[送付先]
村田町子育て支援課

〒989-1392 
村田町大字村田字迫６

郵送による提出についての注意
　封筒に必要な書類を同封し、送付先住所に郵送
してください。提出に必要な書類等の詳しい内容
は町からの現況届に関する通知書に同封されてい
るチェック表をご確認ください。
　なお、書類に不備等がありましたら、電話によ
る問い合わせや不足書類等の持参をお願いする場
合もあります。
　郵送に係る費用はご負担願います。また、郵送事
故等の責任は負いかねますのでご了承ください。

【問】子育て支援課　☎８３−６４０５

子育て支援センター６月の予定
○わんぱく広場　対象年齢：２歳以上

日時＝６月３日（火）午前10時15分〜11時
場所＝子育て支援センター
内容＝製作「かたつむり」

○みんなの広場　対象年齢：１歳以上
日時＝６月13日（金）　午前10時15分〜11時

場所＝子育て支援センター
内容＝親子で「３Ｂ体操」をしましょう
講師＝日本３Ｂ体操協会　公認指導者
持ち物＝タオル（汗拭き用）
申込方法＝６月10日（火）までに子育て支援セン
ターへお申込みください。（電話も可）

○わくわく移動広場　対象年齢：未就学児
日時＝６月19日（木）　午前10時〜11時30分
場所＝沼辺地区公民館
内容＝製作「七夕飾り」
持ち物＝お子さんの写真（１枚）
※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。

○よちよち広場　対象年齢：３カ月〜 10カ月
日時＝６月26日（木）　午前10時30分〜11時30分
場所＝子育て支援センター
内容＝「親子体操・ママのためのビューティ体
操」〜赤ちゃんには、バランス感覚や身体認知・
社会性を育む遊び・マッサージを受動的に促し、
ママには、産後のボディケアに必要なエクササ
イズ、骨盤メンテナンスを含んだボディメイク
有酸素運動を行います〜
講師＝ＯＫＪエアロビックファミリー
　　　インストラクター　　伊藤　智佳先生
持ち物＝バスタオル、水分補給用の飲み物、汗拭
き用のタオルまたはハンドタオル
申込方法＝６月24日（火）までに子育て支援セン
ターへお申込みください。（電話も可）

○みんなの広場　対象年齢：未就学児
日時＝７月25日（金）　午前９時〜11時30分
場所＝町民体育館（アリーナ）
内容＝「夏まつり」遊びのコーナー（くじびき・
輪投げ・ゲームなど）で親子で一緒に遊ぶ
持ち物＝スリッパ（大人のみ）景品を入れる袋
参加費＝ 400 円
申込方法＝６月30日（月）まで参加費を添えて子
育て支援センターへお申込みください。

 【問・申込み】子育て支援センター（村田児童館内）
　　　　　　　☎・　 ８３−３９０１

児童手当現況届の提出について
～郵送による提出も可能になりました～

子育て支援課からのお知らせ

子育て支援センターからのお知らせ

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について
　国では４月からの消費税率引き上げに伴い、
暫定的で臨時的な措置として「臨時福祉給付
金」、または「子育て世帯臨時特例給付金」を
支給します。
　詳しくは、７月号の広報むらたおしらせばん
並びにチラシにてお知らせします。
　なお、町などから個人情報をお聞きするよう
なことはありませんので、振り込め詐欺や個人
情報の取り扱いには、十分ご注意願います。
●臨時福祉給付金に関すること

【問】健康福祉課　☎８３−６４０２
●子育て世帯臨時特例給付金に関すること

【問】子育て支援課　☎８３−６４０５



期限内の納入をお願いします。
①町県民税　　　　　　　　　１期分
②国民健康保険税　　　　　　３期分
③介護保険料　　　　　　　　３期分
④水道使用料　　　　　　　　６月分
⑤下水道使用料　　　　　　　６月分
⑥下水道事業受益者負担金　　１期分

【問】〈町税・国保税・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・下水道事業受益者負担金〉
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＝６月18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

　４月６日から５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 0.05～0.05
村 田 小 学 校 ４ 0.04～0.06
村田第二小学校・沼辺児童館 ４ 0.04～0.05
村 田 第 一 中 学 校 ４ 0.06～0.06
村 田 第 二 中 学 校 ４ 0.07～0.08
村 田 幼 稚 園 ４ 0.07～0.08
沼 辺 幼 稚 園 ４ 0.03～0.04
村 田 保 育 所 ４ 0.07～0.07
村 田 児 童 館 ４ 0.07～0.07

　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 22 ０

給食
食材

村 田 保 育 所 ６ ０
村田第一中学校 ４ ０
村田第二小学校
村田第二中学校 ４ ０

住民持込み農林産品等 72 ２
　町内産原木シイタケより基準値を超える放射性
セシウムが検出されました。
　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
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今月の行政相談

放射線対策に関するお知らせ

平成26年６月の納税・保険料・使用料

　 守ろう！暮らしの安全・安心

〜焚
たき

火
び

の不始末による火災多発中 ! 〜
　４月以降、仙南広域管内において30件の火災
が発生し、火災原因の約半数が焚火の不始末に
よるものです。
　焚火による火災は、私たちの不注意から発生
していることが多く、一瞬にして大規模な火災
につながります。
　いったん火災が発生すると、火の回りが予想
以上に速く、炎や煙にまかれてしまうことがあ
ります。無理して消そうとせず、速やかに119
番に通報してください。
　今後も空気が乾燥する時期が続きますので、
焚火による火災の予防にご協力をお願いします。

焚火を行う時は以下のことに注意しましょう。
●枯草や燃え易い物のないところで注意しながらしま
しょう。
●近くに水バケツ、スコップなどを準備しましょう。
●焚火の場所から離れないようにしましょう。もし離
れる時は、完全に火を消しましょう。
●風が強い時や空気が乾燥している時の焚火、火入れ
はやめましょう。

【問】大河原消防署　村田出張所　☎８３−２４０８

高齢者の交通事故を防ぎましょう !
　宮城県内の高齢者事故は年々増加しており、
交通死亡事故の半数を占めています。
　高齢者の方は次のことに注意し、高齢者以外
の方は高齢者の方を思いやり、高齢者の交通事
故を無くしましょう。

歩行時の注意
●夕方、夜間に外出するときは、明るい服装や反射材
を身に付けましょう。
●近所などの通り慣れた道でも油断しないようにし、
車の直前直後の横断はやめましょう。
●遠回りでも横断歩道や信号機のある場所を横断しま
しょう。

運転時の注意
●交通状況判断をきちんと行いましょう。
●ぼんやり運転や進む方向だけに気を取られないよう
心がけましょう。
●長年の慣れからくる「だろう運転」はやめましょう。

【問】総務課　防災班　☎８３−２１１１
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●ことりはうすイベント情報
フォレスト・トレッキング
▼内容＝オオルリコースまで出かけ、ブナの林を
見に行きます。野鳥の森をもっと知りたいとい
う人におすすめです。

▼期日＝６月７日（土）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
▼定員＝ 10名　※予約不要
※昼食持参、歩きやすい服装（長袖、長ズボン、
　歩きやすい靴）で、ご参加ください。
草木染体験
▼内容＝季節ごとの植物などを使って、染物を作
ります。

▼期日＝６月 21日（土）午前 10時〜正午
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼参加費＝ 300 円
▼定員＝ 20名（小学生以上）※予約不要

【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

●平成 26 年度　警察官採用試験
　申込方法等詳細はお問い合わせください。

職　　種 採用予定人数

警察官Ａ
（男性）

一　　般 100人程度
武道指導 5人程度

警察官Ａ（女性） 20人程度
▼受付期間間＝６月20日（金）まで
▼第 1 次試験＝７月 13日（日）

【問】大河原警察署　☎５３−２２１１
　　　村 田 駐 在 所　☎８３−２２１１
　　　沼 辺 駐 在 所　☎５２−６７３０

●公共職業訓練受講生募集
　早期再就職に向けた職業訓練を実施しております。
▼募集訓練科名（定員）

　〈名取実習場〉

CAD・NCオペレーション科（16名）

テクニカルオペレーション科（16名）

設備保全技術科（15名）

溶接施工科（15名）

▼訓練期間＝９月２日（火）〜平成27年３月４日（水）

▼受講料＝無料（テキスト代等は自己負担）

▼募集期間＝６月 25日（水）〜７月 23日（水）

※居住地を管轄するハローワークを通じ申込み

【問】ポリテクセンター宮城　訓練課

　　　名取実習場　☎０２２−７８４−２８２０

看護学生・看護師、助産師の皆様へ

　当院ではさらなる医療機能充実のため、看

護職員を募集しております。今年度は 8月・

11月・2月に採用試験を実施予定です。

　つきましては、当院看護部門の病院説明会

を下記の日程で開催します。

　看護学校に通学されている方、免許は持っ

ているが就業していない方、地元に戻ってこ

ようと考えている方など、是非当院を見学に

いらしてください。

　ご希望の方は総務課人事係までお申し込み

ください。当院ホームページからも申し込み

可能です

▼病院説明会＝平成 26年 7月 30日（水）

　　　　　　　　　　　　8月 8 日（金）

　　　　　　　　　　　　9月 5 日（金）

　　　　　　　平成 27年 3月 25日（水）

　このほか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

　　 ☎５１−５５００

　　 （平日、午前8 時30 分〜午後5 時）

　　 Ｅ-mail : jinji@southmiyagi-mc.jp

みやぎ県南中核病院からのお知らせ

水道週間のお知らせ
『おいしいな　だいじなお水　ごくごくり』

　６月１日から７日まで第

56 回 ｢ 水道週間 ｣ が実施さ

れます。

　私たちの生活に欠かすこ

とができない大切な資源で

ある『水』を、無駄なく使

いましょう !!

　町では、定期的な水質検査や老朽化した配

水管の更新事業などを行い、水道水の安定供

給に努めています。

　これからも、水道に対する理解と親しみを

いっそう深めて下さるよう、皆さんのご協力

をお願いします。

【問】村田町水道事業所　☎８３−２８７０
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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られ、
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＝６月 10日（火）・24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＝６月 10日（火）・24日（火）
　　　　午前９時〜 10時
▼場所＝仙南保健所
※献血ルーム（アエル 20・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・引きこもり専門相談
　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＝６月５日（木）・26日（木）
　　　　午後１時〜３時
▼場所＝仙南保健所

●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＝６月 18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

●「人権擁護委員の日」特設相談所開設のお知らせ
　毎年 6月 1日は「人権擁護委員の日」です。今
年も下記のとおり「無料人権相談所」を開設しま
す。結婚・離婚・家族のいざこざ、会社などにお
けるセクシュアル・ハラスメント、いじめや体罰、
近隣とのトラブルなどの人権問題について、人権
擁護委員が特設相談所で相談に応じます。相談内
容は一切秘密に扱われますので、お気軽にご相談
ください。
▼日時＝６月６日（金）午前 10時〜午後３時
▼場所＝大河原町中央公民館

【問】大河原人権擁護委員協議会（仙台法務局大河原支局内）
　　　☎５２−６０５３

●えずこホール　イベント情報
えずこ♪男声合唱団　定期コンサート９
▼日時＝６月８日 ( 日 )　午後２時　開演
　※入場無料
えずこギター♪アンサンブル　第 12 回定期演奏会
▼日時＝６月 22日 ( 日 )　午後 2時　開演
　※入場無料
えずっこひろば
▼日時＝６月 11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

6

83-2111 83-5740



	

　満20歳以上60歳未満の方は、公的年金への加入

が法律で義務付けられています。退職時には健康保

険だけではなく、年金手続きも必要になります。

【退職後すぐに厚生年金保険適用事業所に再就職するとき】

　新しく勤務する事業所で厚生年金加入の手続

きをします。国民年金への切り替えは不要です。

【厚生年金保険適用ではない事業所に就職するとき】

【再就職まで期間が空くとき】

　町民生活課窓口で国民年金第１号被保険者へ

の加入手続きをしてください。

　平成26年度の国民年金保険料は月額15,250円

です。また、条件により保険料納付免除を受け

ることもできます。

【扶養していた配偶者が60歳未満であるとき】

　勤めていた本人と同様に、扶養(国民年金第３

号被保険者)となっていた配偶者も手続きが必要

です。

　20歳以上の学生で本人所得118万以下のと

き、学生納付特例を申請することで在学期間中

の保険料納付が猶予されます。

　在学期間が複数年になる場合は年度ごとの申

請が必要です。

　昨年度に引き続き申請をする方は、あらかじ

め日本年金機構より送付されている申請書（ハ

ガキ形式）をご利用下さい。

　初めての申請になる方は、①在学証明書また

は学生証（コピー可）②年金手帳③印かんを持

参のうえ、町民生活課窓口で手続きをしてくだ

さい。

　年金を受給している方が、行方不明となって

1ケ月以上経過した場合、同居世帯員はその旨

を年金事務所に届出しなければなりません。

　生存事実確認ができないとき、年金の支払い

は一時停止となります。

 【問】町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１

　　大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１  

　　日本年金機構ホームページ　http://www.nenkin.go.jp/

　新年度も2カ月が過ぎ、新たな生活で人間関係の広が

りをきっかけにSNS（自己のプロフィルを登録・公開する

ことで、インターネット上において友人・知人等とつなが

り、交流できるウェブサイト・サービスのこと）を始めた

り、SNSの友人関係が広まったりしていると思いますが、

2009年度以降SNSに関連した相談は増加傾向にあり、国

民生活センターでは消費者トラブルに遭わないよう注意

を呼びかけています。

【事例1】SNSの広告で「しわ取りクリームのサンプルが

400円で買える」とあるのを見て注文し、クレジットカー

ドで決済した。外国から封筒に入ったクリームが2個届い

た。後日、クレジットカードの明細書に、サンプルの注文日

だけではなく、別の日の利用として約20,000円の請求も

記載されていた。広告や注文時の画面を残しておらず、販

売している事業者のホームページも検索できない。

【事例2】スマートフォンで利用しているSNSで、知らない

男性から「友達になって欲しい」と申請があり承認した。

その後、男性から「会社の携帯電話を使ってSNSを利用し

ていたが回収されることになった。今後も連絡を取りたい

ので、サイトに登録してほしい」とSNS内のメッセージが来

て、やむを得ず男性から指定されたサイトに登録をした。

登録後、そのサイトが出会い系サイトだとわかった。男性

から「連絡を送る」とメールが届いたが文字化けをして読

めず、男性にそのことをメールで伝えたら「文字化けの解

除はサイトの正会員の登録をしないとできない。正会員は

3,000円かかる」「あなたが手続きミスをしたので、サイト

の認証ができない。25,000円サイトに払えば保証サービ

スという違う方法がある」とメールが来たので、現金で銀

行口座に振り込んだ。その後も文字化けをした連絡先が

届き、解除できない。おかしいと思いメールで返金を求め

たが、返金できないと言われた。

※SNSに表示された広告や登録する情報の確認を!

○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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「SNSの思わぬ落とし穴」にご注意!

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?

被保険者の退職時に関する
　　　　　　　　　年金手続きについて

所在不明の年金受給者について
　　　　　　　　届出が義務化されました

学生納付特例の申請は年度ごと必要です
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町 のようす 平成26年4月末日現在

人口････ 11,679人（-20人）
男････  5 , 8 0 9人（-13人）
女････  5 , 870人（- 7人）

転入･･ 50人 転出･･ 57人
出生･･   2人 死亡･･  15人

世帯数･･･ 3,895戸（+4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

6月の献立

ベジタブル卵入り･お焼きごはん
　今月は平成25年度に実施した朝ごはんレシピコン

テストにおいて、最優秀賞を受賞した作品をご紹介

します。

●献立名（ベジタブル卵入り・お焼きごはん）

　作成者　本郷地区　千葉恵美さん

▼一人分の材料

ごはん75ｇ　卵1個　キャベツ25ｇ　ブロッコリー20

ｇ　人参20ｇ　玉ねぎ20ｇ　しめじ10ｇ　ベーコン

25ｇ　スライスチーズ1/2枚　青のり少々　油小さじ

1/2　塩・こしょう少々

▼作り方

①人参、玉ねぎ、キャベツはみじん切にする。しめ

じは小分けにして、長い物は半分に切る。ベーコ

ンは１㎝角に切る。フライパンに半分の油を入れ

て軽く炒め、塩こしょうする。

②ブロッコリーは小さく小分けにし、茹でておく。

スライスチーズは１㎝角に切る。

③ボールに卵２個を溶き、温めたごはんを入れ、①

と②の材料を全部入れ、混ぜ合わせ、フライパン

に残りの油をひいて焼く。焦げ目がついたら青の

りをふりかける。

※前の晩に①と②を下準備しておくと、朝に材料を混

ぜて焼くだけなので、時間が短縮され10分位で出来

ます。

※野菜類は冷蔵庫に残っている物など、何でも大丈夫

です。

※野菜をみじん切するので、子どもが嫌いな野菜でも

食べてくれます。

皆さんも家庭で試してください。

  献立のエネルギー　504キロカロリー

　　　　　タンパク質17.4g　鉄分1.8mg　塩分0.9g

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

小
こ

室
むろ

　海
み

藍
らん

ちゃん （貴志・真理子） 沼辺北

芳
は

賀
が

　瑛
えい

大
だい

くん （崇壽・朋子） 千　塚

城
しろ

　　結
ゆ

愛
あ

ちゃん （哲男・恵美） 本　町

佐
さ

藤
とう

　　舞
まい

ちゃん （眞尚・亜耶） 千　塚

関
せき

川
かわ

　蒼
いぶき

生くん （恭兵・詩依菜） 荒　町

♥ 佐藤　一博 （関　場）

大槻せい子 （柴田町）

♥ 菅野　昭一 （内　町）

日下　綾子 （内　町）

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

村上　伊吉 （82） 本　人 沼　田

橋本三枝子 （89） 三田常義 関　場

佐藤　吉壽 （86） 本　人 内　町

吉野まさい （79） 千代子 千　塚

金田　保夫 （62） 本　人 内　町

佐藤ひさを （85） 小治郎 沼辺北

髙橋　輝男 （79） 正　勝 沼辺北

小山千枝子 （82） 學 菅生上
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6 睦　月睦　月
月 カレンダー町 民

6月は　　日です。6月は　　日です。151515

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。事前に保健センターへご連絡ください。
【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 太田内科 （柴　田） ☎55-1702
外科 善積医院 （村　田） ☎83-2172
歯科 内田歯科医院 （柴　田） ☎57-1818
薬局 船岡調剤薬局 （柴　田） ☎58-1189

関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

内科 町南診療所 （村　田） ☎83-5503
外科 大沼胃腸科外科婦人科 （柴　田） ☎56-1441
歯科 安藤歯科医院 （大河原） ☎53-2348
薬局 関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

かみまち薬局 （柴　田） ☎58-7380

内科 しばた協同クリニック （柴　田） ☎57-2310
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 乾歯科医院 （柴　田） ☎56-2766
薬局 つばさ薬局船岡店 （柴　田） ☎58-1065

仙台調剤大河原西店 （大河原） ☎51-4011

内科 さくら内科消化器科 （大河原） ☎53-5151
外科 高沢外科・内科・胃腸科 （柴　田） ☎57-1231
歯科 としみ歯科クリニック （大河原） ☎52-8143
薬局 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

船迫調剤薬局 （柴　田） ☎55-4193

内科 山田医院 （村　田） ☎83-2088
外科 大河原整形外科クリニック （大河原） ☎51-1502
歯科 飯淵歯科医院 （柴　田） ☎56-1026
薬局 村田調剤薬局 （村　田） ☎83-5641

ひばり調剤薬局 （大河原） ☎52-8686

内科 日下内科医院 （大河原） ☎52-1058
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 いのうえ歯科医院 （大河原） ☎53-8020
薬局 村上薬局 （大河原） ☎52-4275

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

7月　６ 日（日曜日）

6月　１ 日（日曜日）

　15 日（日曜日）

　８ 日（日曜日）

　29 日（日曜日）

　22 日（日曜日）

日 曜 6月1日～6月30日

6/1 日 朝のひとはき運動

2 月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 火 健康相談（13:00～15:00　要予約）保健センター

4 水
生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

２歳6カ月児歯科健診（12:15～12:30/Ｈ23年10.11月生）保健センター

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月 母子手帳交付（13:00～15:00）保健センター

10 火 こころの健康相談（9:30～11:30　要予約）保健センター

11 水 生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 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/平成25年6月生）保健センター

行政相談（10:00～12:00）村田町役場

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月 母子手帳交付（13:00～15:00）保健センター

24 火

25 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カ月児健診（12:15～12:30/Ｈ22年12月・Ｈ23年1月生）保健センター

4カ月児健診（13:30～13:45/Ｈ26年2月生）保健センター

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7/1 火 健康相談（13:00～15:00 要予約）保健センター

2 水 すくすく離乳食教室（9:00～9:15/Ｈ25年12月・Ｈ26年1月生）保健センター


