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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金の申請手続きが始まります!
町では「臨時福祉給付金」
、又は「子育て世帯臨
時特例給付金」の支給要件に該当すると思われる
方に、７月 15 日を目処に申請書を郵送します。
支給要件や申請方法は下記のとおりですが、詳
しい内容については、今月号のおしらせばんと併
せて配布しているパンフレットをご覧ください。
▼給付金の概要
（パンフレットの１ページをご覧ください）
平成 26 年４月から消費税率が８％へ引き上げ
られたことに伴い、低所得者及び子育て世帯への
負担の影響を緩和するために、暫定的・臨時的な
措置として「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯
臨時特例給付金」が支給されます。
【臨時福祉給付金】
所得の低い方の負担を緩和します。
【子育て世帯臨時特例給付金】
子育て世帯の負担を緩和します。
※受け取ることができるのは、どちらか１つの
給付金です。
▼どちらの給付金が該当するの？
受け取ることができる給付金の確認は、パンフ
レットの２ページに掲載しているフローチャート
をご覧ください。
▼支給要件
（パンフレットの３ページをご覧ください）
【臨時福祉給付金】
●支給対象者
基準日（平成 26 年１月１日）時点において
村田町の住民で、平成 26 年度分の住民税が課
税されていない方
●支給額
対象者１人につき１万円。ただし、支給対象者
のうち次に該当する方には５千円を加算します。
①老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
等の受給者
②児童扶養手当、特別児童扶養手当等の受給者
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【子育て世帯臨時特例給付金】
●支給対象者
①基準日（平成 26 年１月１日）時点において
村田町の住民で、平成 26 年１月分の児童手
当を受けている方
②平成 25 年分の所得額が児童手当の所得制限
限度額内の方
③平成 26 年度分の住民税が課税されている方
●支給額
対象児童１人につき１万円
▼申請手続きの方法
（パンフレットの４ページをご覧ください）
・申請の受付は７月 28 日（月）から、役場１
階の町民の部屋（玄関から入って右の部屋）
で行います。
（土日、祝祭日を除きます）
なお、混雑することが予想されるため、行政
区割りで受付をします。
（行政区割りは、パン
フレットの４ページをご覧ください）
・受付時間は午前８時 40 分から午前 11 時 30
分、午後１時から午後４時までです。
・沼辺支所及び菅生出張所に回収箱を備え付け
ますので、投函での受付も可能です。
・申請期間は３か月間です。
●郵送での申請をお勧めします●
今回の給付金の申請は郵送でも可能です。窓口
申請は大変混みあうことが予想されるため、郵送
での申請をお勧めします。申請書と一緒に同封さ
れる返信用封筒をご利用ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください !
臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金
に関して、町や厚生労働省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。振り込め詐欺
や個人情報の詐取には、十分ご注意ください。
【問】
●臨時福祉給付金に関すること
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
子育て支援課 ☎８３−６４０５

〜後期高齢者医療制度及び
国民健康保険のお知らせ〜
◆保険証等が更新されます
平成26年７月31日で有効期限が満了になる下
記の保険証等が更新されます。
●後期高齢者医療制度
①被保険者証
②限度額適用・標準負担額減額認定証
●国民健康保険
③高齢受給者証
④限度額適用・標準負担額減額認定証
◆更新の手続きについて
①、②、③は、7月下旬に郵送により交付します。
④は、更新の手続きが必要です。現在お持ちの方
には文書でお知らせしますので、引き続き交付を希
望される場合は、町民生活課で申請願います。
◆古い保険証等の返還について
後期高齢者医療制度の保険証等（①、②）は、
８月１日以降に町民生活課（沼辺支所・菅生出張
所でも可）まで返還願います。
なお、国民健康保険の高齢受給者証等（③、
④）は、返却いただく必要はありませんが、ご自
身で責任を持って処分してください。（個人情報
が記載されていますので、はさみで切るなどして
確実に処分してください。）
◆短期証について
特別な理由がなく保険料(税)を滞納すると、通
常の保険証よりも有効期間の短い短期証を交付
します。保険料(税)は納期限内にきちんと納めま
しょう。
◆後期高齢者医療保険料について
後期高齢者医療保険料は、平成25年中の所得
により、均等割額と所得割額を合計し、個人ごと
に算出されます。お知らせは７月以降の予定で
す。
●保険料額の算出
【均等割額】
+
42,960円

【所得割額】
所得割率
※所得×8.56％

※所得は、住民税基礎控除（33万円）後の総所
得金額になります。
※保険料額の限度額は、57万円です。
◆国民健康保険課税限度額が引き上げられました
制度改正により、平成26年４月１日から国民
健康保険の課税限度額が引き上げられました。

●後期高齢者支援金分課税額
【改正前】 【改正後】
14万円 → 16万円
●介護納付金分課税額
【改正前】 【改正後】
12万円 → 14万円
◆国民健康保険税軽減の算定方法が改正されました
制度改正により、国民健康保険の低所得者に係
る保険税軽減の算定方法が改正されました。詳し
くは、７月中旬発送予定の納税通知書と同封のチ
ラシをご確認ください。
●５割軽減の対象…判定所得を算定する被保険
者の数に世帯主が含まれました。
●２割軽減の対象…判定所得の算定において、
被保険者の数に乗ずる金額が35万円から45
万円に引上げられました。
【問】町民生活課 保険年金班 ☎８３−６４０１
税務課 住民税班 ☎８３−６４０３
宮城県後期高齢者医療広域連合
☎０２２−２６６−１０２１

～犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域のチカラ～

７月は「社会を明るくする運動」強調月間です
この運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行
のない明るい地域社会を築こうとする全国的な運
動です。
第 64 回を迎える今年の行動目標は「犯罪や非
行をした人たちの立ち直りを支えよう」「犯罪や
非行に陥らないよう地域社会で支えよう」「これ
らの点について、地域社会の理解と協力の輪を広
げよう」です。
さらに、重点目標として
1. 立ち直りを支える取組についての協力の拡大
2. 就労・住居等の生活基盤づくりにつながる取組
の推進
を掲げて、広報活動を行っていく予定です。
罪を犯した人や非行のある少年を励まし、その
立ち直りを助け、これらを含めたすべての人が幸
せに暮らせる安全・安心な社会を実現するために、
この運動に対する住民の皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
【問】町民生活課 総合窓口班 ☎８３−６４０１
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元気が出る！こころとカラダのはなし
健康むらた21計画（第２期）
身体活動・運動量の増加
家事や仕事の自動化、交通手段の発達により身
体活動量が低下しており、食生活の変化ととも
に、肥満や生活習慣病の増加が問題になっていま
す。村田町においても、児童・生徒の肥満傾向児
の割合が、宮城県や全国平均よりも高めとなって
います（※１）。さらにメタボリックシンドロー
ム該当者の割合は県内で男性がワースト９位、
女性がワースト５位と高い状況にあります（※
２）。日常生活の中で、身体活動や運動の取り組
みが必要となっています。
家庭における取り組みの方向性
①家庭で楽しく体を動かしましょう。
②運動の大切さを知り、毎日の生活の中に運動を
取り入れましょう。
③運動講座や運動教室を利用しましょう。
具体策
①歩こう!あと15分!!
②テレビやテレビゲームをする時間を減らしま
しょう。
③大人も子どもも、乗り物に頼らず歩くようにす
る等、意識的に体を動かしましょう。
④家事や農作業も身体活動です。意識してこまめ
に体を動かしましょう。
⑤生涯にわたり楽しめる運動を見つけましょう。
運動には、肥満や生活習慣病の予防に効果が
あるだけでなく、ストレス解消、老化防止や認
知症の予防などにも効果があります。
※１ 平成22年度学校保健統計より
※２ 平成23年度特定健康診査結果より
【問】保健センター

☎８３－２３１２

認知症研修会「認知症ってなに？」
ふれあいの郷あいやまでは、認知症研修会「認
知症ってなに？」を開催します。
認知症についての基礎知識や認知症高齢者を介
護している家族について学び、住み慣れた地域で
暮らし続けるためにはどのように支えていけばよ
いのかを考える機会となるよう、是非ご参加くだ
さい。
▼日時＝８月 21 日（木）午前 10 時〜正午
▼場所＝ふれあいの郷あいやま
ふれあいホール
村田町大字村田字相山 100 －５
▼内容
①認知症についての概要
②「わたしの大切なこと」メモの使い方
③寸劇「ある家族の日常から」
▼募集人員＝ 40 名
▼参加費＝無料
【問・申込み】
小規模多機能居宅介護あいやま（担当：加藤）
☎８２－２３８０
８３－６８０８

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
〜お見舞いの方の駐車場利用について〜
お見舞いの際、お車でお越しの方は病院正面
の外来駐車場にお停めいただきますようお願い
いたします。
病院北側（救急・時間外出入口側）に設けて
おります時間外駐車場は、救急外来を受診の方
のための駐車場です。
なお、時間外駐車場は大変混雑しております
ので、満車の場合は救急外来を受診の方でも正
面外来駐車場をご案内することもございますが、
ご了承くださいますようお願いいたします。

生活保護の相談窓口
▼日時＝７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
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また、駐車場以外への駐停車は緊急車両等の
通行の妨げとなりますので、絶対におやめくださ
い。
ご理解、ご協力のうえご利用くださいますよう
お願いいたします。
【問】みやぎ県南中核病院 ☎５１−５５００
（代）

来軸組構法又は枠組壁構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
営農技術指導員の大友利郎氏が６月 30 日で退
部構造評点 1.0 以上に改修又は建替え工事を実施
任されました。
する住宅等。
氏は、平成 12 年４月１日から農業に関する技
※その他要件もありますので、詳しい内容はお問
術の指導及び農家の相談役として長年にわたり、
い合わせください。
本町農業の振興に貢献されました。
○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（申込多数の場合調整有）
営農技術指導員に長谷川榮一氏が就任
▼申込期間＝７月１日（火）〜 31 日（木）
大友前営農技術指導員の退任に伴い、長谷川榮一 【問・申込み】建設課 ☎８３−６４０７
氏が営農技術指導員に任命されました。
氏は宮城県に奉職中、農業の技術指導や土壌肥料
平成26年７月の納税・保険料・使用料
の研究に携わってこられました。
豊富な知識と経験により今後の活躍が期待され
期限内の納入をお願いします。
ます。
①国民健康保険税
４期分
②固定資産税
２期分
③介護保険料
４期分
④後期高齢者医療保険料
１期分
⑤水道使用料
７月分
⑥下水道使用料
７月分
〈国保税・介護保険料・固定資産税・後期高齢者医療保険料〉
【問】
税務課 ☎８３−６４０３
〈水道使用料〉水道事業所 ☎８３−２８７０
木造住宅耐震診断助成事業
〈下水道使用料〉建設課 ☎８３−６４０７

大友利郎営農技術指導員が退任

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構法の戸建て木造住宅を対象
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（申込多数の場合調整有）
▼申込期間＝７月１日（火）〜 31 日（木）
【問・申込み】建設課 ☎８３−６４０７

木造住宅耐震改修工事促進助成事業
○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

今月の行政相談
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ください。
●相談所開設日
▽日時＝７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
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生涯学習課・公民館からのお知らせ
◎野外活動体験事業
『夏の子ども村キャンプ2014』
今年の夏は「大自然の中」でたくさんの友だち
と一緒に楽しい思い出をつくろう。
はんごうすいはんやキャンプファイヤー、川あ
そびなど、楽しいことがもりだくさん。さあ、み
んなで“夏キャン”へ行こう!!
▼日時＝８月６日（水）〜８日（金）※２泊３日
▼会場＝南蔵王野営場（白石市）
※集合・解散は村田町中央公民館になります。
▼対象者＝小学校１年生〜６年生
※詳しくは学校から配布される募集チラシをご覧
ください。

▼日時＝７月５日（土）〜９月７日（日）
▼場所＝歴史みらい館 企画展示室
▼観覧料＝無料

◎文化体験プログラム事業『七夕飾りを作ろう』
７月７日は七夕の日。一年に一度だけ織姫と彦
星が天の川で再会する日といわれ、この日にちな
み、願い事を書いた短冊を笹の葉につるし、技芸
の上達を願います。
昔から七夕に行われてきた風習を、楽しみなが
ら体験してみませんか。
▼日時＝７月26日（土）午前10時〜11時30分
▼場所＝歴史みらい館
▼内容＝絵本の読み聞かせ、七夕飾り作り など
▼対象者＝幼児、小学生
▼参加費＝無料

「ひ・み・つ」／たばた

▲大自然を満喫!（昨年のキャンプの様子）

【問】生涯学習課（中央公民館内）
☎８３−２０２３

今月の歴史みらい館
◎歴史みらい館開館20周年記念企画展『くれないの
花と村田商人～調度品と歴史資料～』を開催します
江戸時代後期から幕末にかけて、村田の商人は
萬商いとして様々な商品を扱っていましたが、最
も有名な商品は紅花でした。
今回、歴史みらい館では、利益率も大きかった
紅花交易によって、上方や江戸などから購入され
たと思われる屏風や漆器などの調度品、商売のこ
とを記した古文書などを展示する企画展『くれな
いの花と村田商人〜調度品と歴史資料〜』を開催
いたします。
江戸から大正時代にかけての、村田商人の活動
と生活を知る上での貴重な機会となりますので、
ぜひ皆さんでご覧ください。
よろず

5

おしらせばん

せいいち／童心社
ゆうきは大好きなお
ばあちゃんの誕生日
に向けて手紙を書きま
す。
「プレゼントにいちば
んほしいものはなんで
すか。」
おばあちゃんはゆう
きに、天国のおじい
ちゃんと40年ぶりに
会ってダンスがした
い、という秘密のお願いごとを教えてくれまし
た。
何とかおばあちゃんの夢を叶えてあげたいゆう
きは、お母さんに相談したいところをぐっと我慢
して、ひとり頑張ります。そしてついにたなばた
の夜…!?
●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）
※7月・8月は休まず開館いたします。
【問】歴史みらい館 ☎８３−６８２２

～事業所・企業の皆さまへ～

経済センサス—基礎調査・商業統計
調査へのご協力をお願いします

▼個人又は法人の申出による閲覧
１．①㈳新情報センター（事務局長

平谷伸次）

②「国立公園に関する世論調査」実施に伴う
対象者抽出のため③平成 25 年７月 12 日④大

平成 26 年経済センサス - 基礎調査・商業統計
調査が７月１日現在で実施されます。
６月下旬から、統計調査員が町内すべての事業

字足立の満 20 歳以上の男女
【問】町民生活課

総合窓口班

☎８３−６４０１

所や商店等へ伺い、調査票の記入依頼及び回収を
行っております。
お手元の調査票に記入漏れがないか、再度ご確

子育て支援センターからのお知らせ

認をお願いします。また、「調査員証」を携行し

子育て支援センター７月の予定

ている調査員が調査票の受け取りのために皆さん

○わんぱく広場

対象年齢：２歳以上

の元へお伺いしますので、
「調査員証」を確認の

日時＝７月10日（木）午前10時15分〜11時

うえ、調査員にお渡しください。

場所＝子育て支援センター

この調査は、統計法に基づいて実施される国の
重要な調査です。また、記入していただいた調査
票は、統計法に規定された目的以外に使用するこ

内容＝「リトミック」
講師＝乳幼児リトミック教室あんだんて
大森

恵先生

とは決してありませんので、安心してご記入くだ

申込方法＝７月８日（火）までに子育て支援セン

さい。

ターへ申込んでください。
（電話可）

皆さんのご協力を、どうぞよろしくお願いいた
します。

○よちよち広場

対象年齢：３か月〜10か月

日時＝７月17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＝「ベビーマッサージ」
講師＝ベビーマッサージ教室Nijiiro
志村

【問】企画財政課

まちづくり推進班

☎８３−２１１２

千秋先生

持ち物＝バスタオルと終了後水分補給できるよ
う、ミルク等飲み物をご持参ください。

住民基本台帳閲覧状況を公開します

参加費＝300円（オイル代）

町では、住民基本台帳（氏名、住所、生年月日、

て、子育て支援センターへ申込んでください。

性別等を登載した台帳）の閲覧制度に基づき、年

申込方法＝７月10日（木）までに参加費を添え
○みんなの広場 対象：事前申込みをした方

に１回閲覧者の氏名等を公表することとなってい

日時＝７月25日（金）午前９時〜11時30分

ます。平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31

場所＝町民体育館（アリーナ）

日までの閲覧状況については、次のとおりです。

内容＝「夏まつり」

（順に①請求者（法人の場合申出者の会社等の名
称及び代表者氏名）②請求事由または利用目的の

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

概要③閲覧年月日④閲覧にかかる住民の範囲）
▼国又は地方公共団体の請求による閲覧
１．①防衛省自衛隊宮城地方協力本部長②自衛
官募集に伴う広報③平成 25 年５月 21 日④平
成 10 年４月２日から平成 11 年４月１日まで
の間に生まれた男子、平成７年４月２日から
平成８年４月１日までの間に生まれた男女

子育て支援センター休館のお知らせ
７月25日（金）の午前中は夏まつりのため休館
となります。午後1時より通常どおり利用でき
ます。
【問・申込み】子育て支援センター（村田児童館内）
☎・

８３−３９０１

おしらせばん
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各種職員募集のお知らせ

守ろう！暮らしの安全・安心
緊急Ｗｅｂ通報システムの運用開始について
仙南消防本部では、聴覚・言語機能障がい者を
対象とした、インターネット接続機能を利用して
消防車や救急車を要請する緊急Ｗｅｂ通報システ
ムを導入し、７月１日から運用開始します。
緊急Ｗｅｂ通報システムとは、インターネット
に接続できるすべての携帯電話、スマートフォン、
ＰＨＳ、パソコンを使って簡単に緊急通報ができ
るシステムです。
利用対象者は、仙南２市７町の管轄内に在住し、
又は通勤・通学されている方で、音声による 119
番通報が困難な方となります。
利用・登録に関するお問い合わせは、下記まで
お願いします。また、仙南地域広域行政事務組合
のホームページでも確認することができます。
【問】 仙南消防本部 指令課
☎５２−１０５０ http://www.az9.or.jp/

放射線対策に関するお知らせ
５月６日から６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

回数

空間線量

村 田 町 役 場 敷 地

22

0.05～0.05

村

校

５

0.04～0.05

村田第二小学校・沼辺児童館

５

0.04～0.05

村 田 第 一 中 学 校

５

0.06～0.06

村 田 第 二 中 学 校

５

0.07～0.09

村

田

幼

稚

園

５

0.08～0.08

沼

辺

幼

稚

園

５

0.03～0.06

村

田

保

育

所

５

0.07～0.07

村

田

児

童

館

５

0.07～0.07

田

場

小

所
学

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

町 内 産 農 林 産 品 等
給食
食材

検体

基準値超過数

19

０

村 田 保 育 所

6

０

村田第一中学校

10

０

村田第二小学校
村田第二中学校

10

０

73

０

住民持込み農林産品等

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
7
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●平成26年度 警察官等採用試験
申込方法等詳細はお問い合わせください。
職

種

警察官Ｂ

（男性）
（女性）

採用予定人数
70人程度
10人程度

▼受付期間＝8月1日（金）～29日（金）
▼第１次試験＝9月21日（日）
職
警察事務

種
短期大学卒業程度
高等学校卒業程度

採用予定人数
15人程度
10人程度

▼受付期間＝8月15日（金）～9月5日（金）
▼第１次試験＝9月28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
●みやぎ県南中核病院 職員募集
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
①助産師 看護師
30人程度
②臨床検査技師 ③薬剤師
各若干名
④栄養士 ⑤医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）
各1名

▼受験資格＝①助産師若しくは看護師の資格を有
する者、又は平成27年3月末日までに資格取得す
る見込みの者 ②臨床検査技師の資格を有する
者、又は平成27年3月末日までに資格取得する見
込みの者 ③薬剤師の資格を有する者、又は平成
27年3月末日までに資格取得する見込みの者 ④
昭和60年4月2日以降に生まれた者で、管理栄養
士の資格を有する者 ⑤昭和60年4月2日以降に
生まれた者で、社会福祉士の資格を有する者
▼試験日及び受付期間
試験日
8月 9日（土）
8月22日（金）

受付期間
8月 1日（金）まで
8月13日（水）まで

※試験日は、申込みの際にいずれかの日程を選択
してください。
【問】みやぎ県南中核病院 事務部総務課人事係 ☎５１－５５００
●仙南地域広域行政事務組合 職員募集
申込方法等詳細はお問い合わせください。
試験区分

職種
①行
政
初
級
（機械又は建築）
（高校卒業程度）
②消
防

採用予定人数
１名程度
１名程度

▼受験資格＝①平成3年4月2日から平成9年4月1
日までに生まれ、機械又は建築に関する専門課程
を修めて卒業又は平成27年3月末日までに卒業見
込みの者 ②平成3年4月2日から平成9年4月1日
までに生まれた者。原則として、平成27年3月末
日までに普通自動車の運転免許（オートマチック
車限定を除く）を取得可能な者
▼受付期間＝ 7月7日（月）
（必着）
～8月11日（月）
▼第１次試験＝9月21日（日）
【問】仙南地域広域行政事務組合 総務課 ☎５２－２６２８

えずこウィンド♪サンサンブル 第 16 回チャリティコンサート
▼大きさ＝はがきサイズ
▼日時＝７月６日 ( 日 ) 午後 2 時 開演
▼画材＝自由
※入場無料
▼画用紙＝自由（必要な場合はあいやまへご請求
えずっこひろば
ください）
▼日時＝７月９日（水） 午前 10 時〜正午
▼締切日＝８月８日（金）
▼会場＝えずこホール ホワイエ
▼発表＝８月 22 日（金）
▼対象＝どなたでも ※参加費無料
受賞者あて文書で通知します。
【問】えずこホール ☎５２−３００４
【問・応募先】
●ことりはうすイベント情報
ふれあいの郷 あいやま
かぶとむしつかまえ隊
担当：佐藤・加藤・松川 ☎８２−２３８８
▼内容＝森の中を探検後、昆虫の森でカブトムシ
〒９８９−１３０５ 村田町大字村田字相山１００−５
を捕獲し観察、カブトムシはお持ち帰り ! 飼育
してみてね。
●第 66 回宮城県統計グラフコンクール作品募集 !
▼日時＝７月 12 日（土）
・13 日（日）
・19 日（土）
・
宮城県では、統計知識の普及と表現技術の発展に
26 日（土） 午前 10 時〜正午
役立てるため、県内の方々の統計グラフコンクール
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
作品を募集しています。
▼参加費＝ 500 円
▼テーマ＝自由 ※ただし、小学４年生以下の応
▼定員＝ 20 名 ※要予約
募については、児童が自ら観察又は調査した結果
野鳥の森ナイトハイク
をグラフ化したもの。
▼内容＝夜の野鳥の森を探検。どんな動物たちに
▼部門＝①小学校１・２年生の部②小学校３・４
出会うかワクワク、ドキドキ。小学生以下の方
年生の部③小学校５・６年生の部④中学生の部⑤
にはもれなくカブトムシ１ペアプレゼント。
（ム
高校生学生及び一般の部⑥パソコン統計グラフの
シかご持参）
部
▼日時＝７月 12 日（土） 午後５時 30 〜７時 30 分
▼規格＝ 72.8 ㎝× 51.5 ㎝（Ｂ 2 板）
▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター
▼応募締切＝８月 29 日（金）必着
▼参加費＝ 500 円
【問・応募先】
▼定員＝ 20 名 ※要予約
宮城県震災復興・企画部統計課
【問】蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」
☎０２２−２１１−２４５１
☎０２２４−３４−１８８２
〒９８０−８５７０ 仙台市青葉区本町３丁目８番１号
０２２４−３４−１８７１
●第 22 回宮城シニア美術展作品募集
▼募集対象＝日本画・洋画・書・写真・工芸の５部門
▼テーマ＝自由
▼応募資格＝県内在住の 60 歳以上のアマチュア
●第７回町民親睦ゴルフ大会参加者募集
の方
▼開催日＝８月 14 日（木）
▼出展申込料＝１作品500円（出展は各部門１人
▼会場＝仙台南ゴルフ倶楽部
１点）
▼参加資格＝村田町に居住または勤務する方、村
▼申込期間＝７月１日（火）〜 10 月 31 日（金）
田町にゆかりのある方
▼展示会場＝宮城県美術館 県民ギャラリー
▼参加費＝ 3,000 円（賞品代、親睦会費等）申込
▼展示期間＝12月18日（木）〜21日（日）
時支払／プレー代 7,000 円（食事付飲み物別、セ
※入場無料
ルフプレー）
▼審査＝各部門専任審査員が審査します。（表彰
▼申込締切＝７月 31 日（木）
式あり）
▼主催＝村田町民親睦ゴルフ大会実行委員会
入賞作品は、平成 27 年開催予定の「ねんりん
【問・申込み】
ピックおいでませ！山口 2015」美術展部門へ出
村田町役場 地域産業推進課 ☎８３−２１１３
展いただきます。
仙台南ゴルフ倶楽部 ☎８３−５５５１
【問・申込み】
宮城県社会福祉協議会 いきがい健康課
●ふれあいの郷 あいやま「しあわせの絵」募集
☎０２２−２２３−１１７１
地域密着型サービス７周年記念「しあわせの絵」を
http://www.miyagi-sfk.net/
募集します。奮ってご応募ください。
おしらせばん
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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）。
●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、 ▼日時＝７月 10 日（木）・31 日（木）
抗体検査
午後１時〜３時
相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、 ▼場所＝仙南保健所
性感染症相談は匿名で受けられます。
＜検査＞
●アルコール専門相談
・感染が気になる方は原則無料。
アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家
・検査は予約が必要です。
族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士
・検査内容：問診・採血（10ml）
が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相
・検査結果は、次の検査日に来所していただき、 談することもできます（要予約）。
直接お知らせします（代理不可）
。
▼日時＝７月 16 日（水）午後１時〜３時
▼日時＝７月８日（火）
・22 日（火）
▼場所＝仙南保健所
エイズ・クラミジア検査：午後１時〜３時
【予約・問合せ】
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査：午後３時〜４時
仙南保健所 母子障害班 ☎５３−３１３２
▼場所＝仙南保健所
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
●「クルマの不正改造は犯罪です!」
・電話：平日、午前８時 30 分〜午後５時 15 分
国土交通省では、騒音の増大を招くマフラーの
・面接：検査日時に無料で受けられます。
取り外し等の不正改造を施された車両を排除する
【予約・問合せ】
ために、
「不正改造車を排除する運動」を全国的
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
に展開し、取り組んでいます。
不正改造の防止についての理解を深めていただ
●骨髄バンクドナー登録
き、その排除にご協力をお願いします。
白血病などで骨髄移植を希望する方に提供者が
詳しい情報はこちらから
見つかるよう、登録にご協力ください。
www.tenken-seibi.com
＜登録要件＞
【問】国土交通省 東北運輸局宮城運輸支局
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
検査・整備・保安部門
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
☎０２２−２３５−２５１７
＜登録の流れ＞
・登録の説明→問診→申込書記入→採血
▼日時＝７月８日（火）
・22 日（火）
午前９時〜 10 時
▼場所＝仙南保健所
●えずこホール イベント情報
※献血ルーム（アエル 20・ＡＯＢＡ）でも登録 ふたりのルーツ・ショー in 宮城
できます。
アン・サリー 畠山美由紀
【予約・問合せ】
▼日時＝７月 20 日（日） 午後１時 開演
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
▼チケット（全席自由）＝一般 4,000 円 学生
2,000 円（当日各 500 円増）※発売中
●思春期・引きこもり専門相談
※未就学児童入場不可
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
9
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消費者の

窓

サクラサイト商法にご注意を!

「男性から悩みを聞けば収入を得られる」という広告
を見て、誘導されたサイトに登録した。メールの送受
信は無料と書かれていたが、お金を受け取るにはポ
イント購入が必要と言われ、さまざまな名目でポイン
トを購入し続け、１週間で 180 万円にもなってしまっ
た。
★被害に遭わないために
①知らない人から届くメールやメッセージには返信しな
い。
②「簡単に高収入」
「タレント等の著名人に会える」な
ど、本当かどうか確認できない相手とはメール交換
しない。
理由もなくお金をくれる人はいません！
芸能人からメールは届きません!!

「サクラサイト商法」とは、芸能人、社長、占い師など
になりすました“サクラ”を使って違法サイトに登録さ
せ金銭をだまし取る詐欺行為のことです。
2010年以前は、
出会い系サイトに男性を誘導し高額
さく しゅ
な料金を搾 取 するといった手法の被害が多かったの
ですが、2011年頃からは、
「サクラサイト商法」による
被害が増えており、特に女性からの訴えが急増してい
ます。
「著名人に会いたい」
「相談に乗ってあげたい」
「内
職をしたい」
「運気をあげたい」といった興味や好奇
心などに付け込み、サイトを通じて課金メールを利用
○消費生活相談、まずはお電話を！
させるなど、手口が多様化し被害が拡大しています。
・村田町消費生活センター（東庁舎４階）
国民生活センター発表によると被害の訴えは年間2万
6000件以上、被害額は約110億円となっています。
（午前９時〜午後４時 月･水･金） ☎８３−６４０１
【事例１】高収入の人と連絡先を交換できるというメー
・県大河原合同庁舎 県民サービスセンター
ルが届き、サイトに登録した。すると、
「800 万円を
午前９時〜午後４時 月〜金
☎５２−５７００
援助する」というメールが届いた。援助を受けるため
・宮城県消費生活センター
の手続きとして数千円を振り込んだが、その後、数
平日 午前９時〜午後５時 土日 午前９時〜午後４時
十万円の請求をされるようになり、３日間で約 180 万
☎０２２−２６１−５１６１
円を振り込んでしまったが、収入は得られなかった。
※祝日・年末年始はお休みです。
【事例２】
「在宅ワーク」と携帯電話で検索したところ、 【問】町民生活課 総合窓口班 ☎８３−６４０１

ご存じですか?

国民年金

7月は国民年金保険料納付免除等の
切り替え月です

はご相談ください。

障害年金受給者の方は
「所得状況届」の提出をお忘れなく!
障害年金を受けている方のうち、年金コード
が2650または6350の方は毎年７月末日までに所
得状況届の提出が必要です。
届出書
（ハガキ）
は日本年金機構から直接ご自宅
に送付されます。記入のうえ投函または町民生活
課までお持ちください。ハガキではなく診断書用
紙が届いた方は、診断書作成について期日に間に
あうよう主治医と調整をしてください。
いずれの場合も、提出期限に遅れると10月以
降の年金支給が一時停止となりますので、ご注
意ください。
なお、年金受給継続の審査に必要となります
ので、障害年金以外の所得がなかった方につい
ても、その旨を申告してください。

平成25年７月以降に承認を受けた国民年金保険
料納付免除・納付猶予は平成26年６月分までで終
了となります。７月分以降も続けて免除等を希望す
る場合は、改めて申請が必要となります。
【所得申告はお済みですか?】
７月分以降は平成 25 年中の所得で審査をし
ます。未申告のままだと審査ができませんので、
必ず申請前に所得申告を済ませてください。
【村田町に転入してこられた方】
今年村田町に転入した方が免除等を希望する
場合は、平成26年度課税（非課税）証明書を申請
書に添付する必要があります。また、婚姻や世
帯分離などで世帯構成に変更があった場合は、
戸籍や前住所地での住民票
（除票）
、退職した場合
は離職票等が必要になることがあります。
※年金コードはお手持ちの年金証書、または日
【継続申請を選択している方】
本年金機構からの各種通知類で確認できます。
継続免除申請で自動的に審査されるのは全額
免除・納付猶予の区分のみです。該当しなかっ 【問】大河原年金事務所
☎５１−３１１１
たときは却下となりますが、一部免除について
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/
は再申請することができますので、希望する方

おしらせばん
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町

のようす

平成26年5月末日現在

人口････ 11,684人（+5人）
男････ 5 , 81 5人（+ 6人）
女････ 5 , 8 6 9人
（－1人）
転入･･ 29人 転出･･ 26人
出生･･ 10人 死亡･･ 8人
世帯数･･･ 3,896戸（+1戸）

喜び

と

悲しみ

鈴木 大知
齋藤 沙織
伊藤 広昭
生出菜留美

誕 生 お め で と う（敬称略）

赤ちゃん

両

親

行政区

ふう と

太田

楓斗くん （春樹・奈那恵） 石

おお た

りく と

太田

陸斗くん （春樹・奈那恵） 石

しばさき

はるま

柴崎

陽大くん

さ とう

（順一・恵） 荒

生
生

葵くん

大根サラダ（ゆずドレッシングかけ）
大沼 稔さん（沼辺南）

▼作り方
①ブロッコリーは小口に分け、ラップにつつみレン
ジで５分位温めます。
②わかめを柔らかく戻し、一口大に切ります。
③大根、人参は生のまま細めのせん切にします。
④①、②、③をまぜ器に盛ります。
⑤ゆずのしぼり汁にわさびを少々混ぜます。
⑥④の上にゆずの皮を薄いせん切にして飾ります。
⑦食べる直前に⑤とだし割しょうゆをかけます。

町

あお

佐藤

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。

▼一人分の材料
大根20ｇ 人参20ｇ ブロッコリー20ｇ わかめ5ｇ
ゆず少々 だし割しょうゆ
（だし汁少々としょうゆ
少々を混ぜたもの）

（本 町）
（角田市）
（菅生上）
（栃木県）

おお た

ヘルシー献立

7月の献立
大根サラダ（ゆずドレッシングかけ）

●献立名

結 婚 お め で と う（敬称略）

♥
♥

村田町保健推進員会おすすめ!

（剛・方美） 足立西

献立のエネルギー

20キロカロリー
ビタミンＣ14mg

塩分0.4g

おくやみ申し上げます（敬称略）

氏

名

八巻
研
岩間 新治
星
泰廣
森 たきの
櫻中ふみ子
平岡かめよ
小川 正美

年

齢

（83）
（87）
（88）
（89）
（84）
（103）
（70）

世帯主

寿
本
本
敏
本
忠
本

樹
人
人
晴
人
一
人

行政区

菅生下
小泉西町
内 町
内 町
本 郷
小泉西町
石 生

※しょうゆの代わりにだし割しょうゆを食卓に出して
おくと、塩分軽減につながります。
※朝ごはんレシピコンテストは冬に実施したため、冬
の食材を使った料理になっています。

「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。
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【問】保健センター

☎８３−２３１２

7
日

文
月

月

曜

カレンダー

7 月 1 日～ 7 月 31 日

7/1 火 健康相談（13:00 ～ 15:00
2 水

町 民

休日当番医

要予約）保健センター

生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
すくすく離乳食教室（9:00 ～ 9:15/H25 年 12 月・平成 26 年 1 月生）保健センター

3 木

7月

６ 日（日曜日）

内科
外科
歯科
薬局

4 金
5 土
6 日 朝のひとはき運動
7 月
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
１歳お誕生相談（H25 年 7 月生 /9:00 ～ 9:15）

10 木

13 日（日曜日）
内科
外科
歯科
薬局

11 金
12 土
14 月 母子手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター
15 火
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

内科
外科
歯科
薬局

行政相談（10:00 ～ 12:00）村田町役場
育児相談（9:00 ～ 10:00）保健センター

17 木 １歳６か月児健康診査（12:00 ～ 12:15

H24 年 11 月・12 月生）保健センター

４か月児健康診査（13:30 ～ 13:45/H26 年 3 月生）保健センター
18 金
19 土
21 月 海の日
22 火
23 水 生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会
24 木
25 金

内科
外科
歯科
薬局

内科
外科
歯科
薬局

8月

28 月 母子手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター
29 火
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

平井内科
永沼整形外科
大沼歯科医院
甲子調剤薬局
ひまわり薬局

27 日（日曜日）

26 土
27 日

佐藤内科クリニック
かわち医院
大友歯科医院
調剤薬局船岡店
大槻薬局東新町店

21 日（月曜日・海の日）

20 日

30 水

安藤医院
毛利産婦人科医院
えんどう歯科医院
ホシ薬局
銀座薬局

20 日（日曜日）

13 日

16 水

太田内科
善積医院
内田歯科医院
船岡調剤薬局
関谷薬局

3

内科
外科
歯科
薬局

さくら小児科医院
さくらの杜診療所
おたべ歯科クリニック
仙台調剤大河原店
ペガサス薬局

（柴 田） ☎55-1702
（村 田） ☎83-2172
（柴 田） ☎57-1818
（柴 田） ☎58-1189
（大河原） ☎52-2133

（大河原） ☎52-1123
（柴 田） ☎55-3509
（大河原） ☎53-2555
（大河原） ☎52-1127
（柴 田） ☎54-2201

（柴 田） ☎54-3755
（大河原） ☎52-3115
（柴 田） ☎57-2120
（柴 田） ☎55-2776
（大河原） ☎52-0885

（大河原） ☎52-2777
（柴 田） ☎54-2244
（村 田） ☎83-4395
（大河原） ☎51-5085
（柴 田） ☎87-8430

（大河原） ☎51-5355
（大河原） ☎51-4625
（柴 田） ☎56-1853
（大河原） ☎51-4040
（大河原） ☎87-6097

日（日曜日）

村田内科クリニック
みやぎ県南中核病院
小田部歯科医院
やすらぎ調剤薬局
カメイ調剤薬局大河原店

（村 田） ☎83-6061
（大河原） ☎51-5500
（大河原） ☎53-2134
（村 田） ☎83-6890
（大河原） ☎51-3121

31 木
8/1 金
2 土
3 日 朝のひとはき運動
4 月

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

20 日です。
7月は20
おしらせばん
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