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『フォトコンテスト 』作品募集中!!
観光物産協会では、第 23 回みちのく宮城の小
京都・村田フォトコンテストの作品を募集してい
ます。村田の自然風景や観光スポット、各種イベ
ントなど村田の魅力をとらえた作品をお待ちして
おります。
▼応募規定
・平成26年1月から12月までに村田町で撮影した
未発表のもの。
・応募点数は一人３点までです。
・撮影対象となる人物・施設等についての撮影許
可及び撮影後の公表についての許可は、応募者
の責任において事前に行ってください。
・サイズは四切プリント（254㎜×305㎜・ワイ
ド可）とＡ４（210㎜×297㎜）に限ります。
・入賞作品の版権は村田町観光物産協会に帰属
し、入賞者には原版（フィルム）又はデジタル
データを提出していただきます。

▼応募方法・締切日
・題名、撮影場所及び撮影日、住所、氏名、年
齢、連絡先を明記してください。
・締切日＝１月９日（金）
▼審査方法・発表
２月中旬頃に行い入賞者のみに通知します。
▼展示・表彰式
・写真展：３月21日（土）・22日（日）
蔵の町並み（応募の全作品を展示）
・表彰式：３月21日（土）
・賞：金賞１点、銀賞２点、銅賞３点、特別賞３
点、佳作５点
【問・応募先】
〒 989-1392 村田町大字村田字迫６番地
村田町観光物産協会（地域産業推進課内）
☎８３−２１１３

くらりんから「お年玉プレゼント」
いつも村田町観光PRキャラクターくらりんを応
援してくれている方に感謝の気持ちを込めて、抽
選でオリジナルグッズをプレゼントします。
ハガキにくらりんへのメッセージやイラス
ト、今後増やして欲しいくらりんグッズを書い
て応募してください。
◆賞品＝①くらりんシールセット10名（シー
ル２種類） ②くらりんバッジセット５名
（缶バッジ・ピンバッジ）③くらりんお勉強
セット５名（ボールペン・メモ帳・クリアフ
ァイル）
★くらりんグッズフルセット
全応募者の中から１名にプレゼントします。
◆応募方法＝ハガキに郵便番号・住所・氏名・
年齢・希望賞品番号・くらりんへのメッセー
ジやイラスト・今後増やして欲しいくらりん
グッズを明記のうえ、郵送にて応募してくだ
さい。
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◆応募先＝〒９８９−１３９２
村田町大字村田字迫6番地
村田町観光物産協会
「くらりんお年玉プレゼント係」まで
◆募集締切＝１月23日（金）必着
※お預かりした個人情報は賞品の発送等、必要
な範囲内で取扱います。尚、当選者の発表は
発送をもって代えさせていただきます。
【問】村田町観光物産協会（地域産業推進課内）
☎８３−２１１３

平成27年度村田町臨時職員の
登録について
平成 27 年度の村田町臨時職員の登録者を募集し
ます。登録を希望する方は、下記によりお申し込み
ください。
▼職務内容
一般事務補助、保健師、保育士、幼稚園教諭など
▼勤務条件
①勤務場所＝本庁または出先機関
②雇用期間＝短期間から最長６か月。事業計画の進
捗や勤務実績により、最長６か月の期間で延長す
る場合があります。
③勤務日＝原則月曜日から金曜日
④勤務時間
原則、午前８時 30 分から午後５時 15 分
（職種により勤務日、勤務時間が変わる場合があり
ます。
）
▼申込対象要件
①年齢要件＝満 18 歳以上満 59 歳以下の方（平成
27 年４月１日現在）
②その他＝心身ともに健康な方
▼申込方法
本町指定の履歴書に必要事項を記入し、写真を貼
付のうえ、
総務課秘書人事班まで申し込みください
（郵
送可）
。なお、提出していただいた履歴書は返却いた
しませんのでご了承ください。指定の履歴書は、総
務課でお渡ししておりますが、村田町ホームページ
からもダウンロードできますのでご利用ください。
▼受付期間
１月 15 日から随時受け付けします。
▼登録有効期限
平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで
の間です。
なお、就職等により登録を取り消したい場合は、
速やかに電話などで連絡してください。
▼採用方法
各所属において必要に応じ登録された方の中から
審査（面接審査や書類審査等）を実施し、採用者に
対し連絡します。
雇用は不定期（随時）で、雇用開始日は、各部署
により異なります。また、採用は選考によるもので
あり、登録された順番によるものではありません。

▼その他
職種、職務内容等によっては、必要に応じて各部
署で募集する場合があります。
【問・申し込み】
総務課 秘書人事班 ☎８３−２１１１
〒９８９−１３９２（住所記入不要）

村田町菅生出張所嘱託職員募集について
平成 27 年度の村田町菅生出張所の嘱託職
員を募集します。
▼職務内容＝菅生簡易郵便局窓口業務
▼勤務条件
①勤務場所＝菅生出張所
②雇用期間
平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日
③勤務日＝月曜日から金曜日
④勤務時間＝午前８時 30 分〜午後５時 15 分
▼申込対象要件
①年齢要件＝満 20 歳以上満 50 歳以下の方
( 平成 27 年４月１日現在 )
②職歴＝郵便局又は簡易郵便局に３年以上
勤務経験がある方
③その他＝心身ともに健康な方
▼申込方法
本町指定の履歴書又は市販の履歴書に必要事
項を記入し写真を貼付のうえ、村田町菅生出張
所まで申し込み下さい。なお、提出していただ
いた履歴書は返却しませんのでご了承くださ
い。指定の履歴書は、村田町ホームページから
もダウンロードできますので、ご利用ください。
▼受付期間
１月 5 日〜 30 日
▼採用方法
応募された方の中から審査（面接審査又は書
類審査等）を実施し採用者に対し連絡します。
【問・申し込み】
村田町役場 菅生出張所 ☎８３−２３０１
〒９８９−１３０１ 村田町大字菅生字宮根 59
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元気が出る！こころとカラダのはなし
献血は
「愛」
です
献血とは、健康な方が輸血を必要とする方のた
めに、自分の血液を無償で提供することです。血
液を必要とする方を救うため、一人一人の善意に
よる献血が必要です。

献血の大きな問題の一つとなっています。
全血献血（400mL）の場合、男性は 17 歳、女
性は 18 歳からご協力いただけます。皆さんには、
献血のことをもっと知っていただき、一人でも多
くの方に協力していただけるよう願っています。
【問】宮城県赤十字血液センター
☎０２２−２９０−２５１６
宮城県保健福祉部薬務課
☎０２２−２１１−２６５２
保健センター
☎８３−２３１２

◇献血が必要なわけ
【人工的に造れない !】
現代は、医療技術がどんどん進歩していますが、
65歳以上の要介護認定者の障害者控除制度について
血液はいまだに人工的に造ることができません。
「献血」でたくさんの方から血液を集めるしか
要介護認定１〜５の認定を受けている 65 歳以
ないのです。
上の方について、寝たきりや認知症など身体状況
【長期保存ができない !】
の程度が身体障害者等に準ずる者として市区町村
血液は生きた細胞の集まりなので、長い間保存
長の認定を受けた場合、所得税の確定申告の際に
ができません。いつでも血液を届けられるように、 障害者控除の対象となります。
毎日新しい血液を確保しなければいけません。
町では、下記の要件に該当する方で、申請によ
【１日約３千人 !（全国）
】
り障害者控除の対象者と認定された方に対して、
何の数字だと思いますか？
「障害者控除対象者認定書」を交付しています。
実は、輸血を受けている方の数です。毎日、こ
確定申告にて障害者控除を受ける場合は、あら
んなにたくさんの方が血液を必要としています。
かじめ健康福祉課窓口にて、本人または親族の方
【最多はがん治療 !】
が申請し、認定書の交付を受ける必要があります。
輸血というと、大けがした時に使われるイメ
認定結果と認定書は後日送付いたします。確定
ージがありますが、その多くは、病気の治療で
申告の際に、届いた認定書を持参して会場で提示
87.1％（そのうち、がん治療は約 40％）
、けがの
してください。
治療はわずか 2.7％です。
また、認定書は複数年使用できます。大切に保
管して、対象者の障害事由などに変更があった場
◇献血者が減少する時季って…?
合は、健康福祉課までご連絡ください。
年間を通して血液の需要は毎月ほぼ一定である
▼対象要件＝下記のいずれにも該当する方
のに対して、献血者の数には変動があります。こ ・65 歳以上の方
のバランスが崩れると、輸血用血液の在庫が不足 ・要介護認定１〜５の認定を受けている方
する状況を招きます。
※身体障害者手帳（１〜２級）や療育手帳（Ａ）、
全国的にも冬季から春先にかけては、風邪やイ
精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受け
ンフルエンザ等で体調をくずされる方が多いため
ている方は申請の必要はありません。
血液が得られにくい時季となっています。
【問】健康福祉課 高齢福祉班 ☎８３－６４０２
◇宮城県の献血状況は ?
平成 25 年度の県内の献血実績については、延
べ 91,096 人、人口あたりの献血者数（献血率）
は 3.88％でした。
宮城県では、1 日約 300 人の献血の協力が必
要です。

生活保護の相談窓口

▼日時＝１月16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
◇ 10 代・20 代の皆さんへのお願い
☎５３－３１２２
10 代・20 代の献血協力者が減っていることが、
健康福祉課 社会福祉班 ☎８３－６４０２
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平成27・28年度「一般競争（指名競争）
入札参加資格審査申請」の受付を行います

除雪・融雪作業への協力のお願い

今年の冬も、町内の主要な幹線道路を対象に、
除雪・融雪作業を実施します。作業に際し、次の
村田町における競争入札等に参加される方は、２
年ごとに参加資格者として登録が必要になります。 ことについてご協力をお願いします。
●住宅の出入口にたまった雪は各ご家庭で除雪を
町では、下記の日程で平成 27・28 年度（有効
除雪作業後、住宅の出入口に雪がたまることが
期間２年間）の入札参加資格申請の登録受付を行
ありますが、この雪を取り除くのは非常に難しい
います。登録を希望される方は、受付期間内に必
状況です。
要書類を提出してください。
大変申し訳ありませんが、このたまった雪は各
▼対象年度＝平成 27 年度・平成 28 年度（２年間）
ご家庭などで除雪していただきますようご協力を
▼申請区分＝①建設工事
お願いします。
②測量・建設コンサルタント等業務
●敷地内の雪を道路に出さないでください
③物品製造等
住宅の敷地内にたまった雪を車道や歩道に出す
▼受付場所＝村田町役場３階 小会議室
と、交通障害の原因になりますので、絶対にしな
▼受付期間＝２月２日（月 ) ～ 13 日（金）
いようお願いします。
（役場閉庁日を除く）
●路上駐車はしないでください
▼受付時間
路上に車があると除雪作業の妨げとなりますの
〈午前の部〉午前９時～ 11 時 30 分
で、路上駐車はしないようお願いします。
〈午後の部〉午後１時 30 分～４時
▼提出方法＝持参又は郵送等（２月 13 日必着） 【問】建設課 ☎８３－６４０７
※提出要項等は、町ホームページに掲載していま
す。また、企画財政課でも配付しております。

木造住宅耐震診断助成事業
【問】企画財政課

財務班

☎８３－２１１２

「2015年農林業センサス」の実施について
平成 27 年２月１日現在で、
“農林業の国勢調
査”といわれる「2015 年農林業センサス」が実
施されます。
この調査は、農林業や農山
村の実態を明らかにし、今後
の農林業の政策に役立てるた
めに、５年ごとに実施される
極めて大切な統計調査です。
１月中旬から、農林業を営
んでいる皆さまのところに統
計調査員がお伺いして、調査
票に農林業の経営状況などの記入をお願いします
ので、ご協力をお願いします。
【問】企画財政課 まちづくり推進班
☎８３－２１１２

昭和 56 年５月 31 日以前に着工した木造在来
軸組構法及び枠組壁工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）の内 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。
その他詳しい内容はお問い合わせください。
▼募集件数＝２件（申込多数の場合調整有）
▼申込期間＝１月５日（月）～ 30 日（金）
【問・申し込み】建設課 ☎８３－６４０７
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生涯学習課・公民館からのおしらせ
平成 27 年 村田町成人式
平成27年村田町成人式を次のとおり開催します。
▼日時＝１月 11 日（日） 午前 11 時〜
※受付は午前 10 時から行います
▼会場＝村田町民体育館
▼対象者＝平成６年４月２日から平成７年４月１日生
まれの町内に住んでいる方、
または村田
第一中学校及び村田第二中学校卒業者
各地区新年会のお知らせ
□沼辺地区公民館
▼日時＝１月 11 日（日） 午後１時 30 分
▼場所＝沼辺地区公民館 和室
□菅生地区公民館
▼日時＝１月 25 日（日） 午前 10 時
▼場所＝菅生地区公民館 大ホール
□姥ヶ懐地区公民館（移動新年会）
▼日時＝１月４日（日） 正午
▼場所＝小原温泉 かつらや
【問】生涯学習課（中央公民館内）
☎８３−２０２３

今月の歴史みらい館
村田町歴史みらい館開館20周年記念企画展『むらた
福づくし～村田商人の民間信仰～』を開催中です!!
歴史みらい館では、村田商人の家に伝わった、
恵比寿・大黒天像や掛軸、達磨など、おめでたく
縁起の良い資料を展示する企画展『むらた福づく
し〜村田商人の民間信仰〜』を、開館 20 周年記
念事業として開催しております。
村田商人の民間信仰について知っていただく貴
重な機会になりますので、ぜひ皆さんでご覧くだ
さい。

▲布袋唐子図屏風
（江戸後期、
個人蔵）

▼会期＝１月 18 日（日）まで
▼場所＝歴史みらい館 企画展示室
▼観覧料＝無料
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◎文化体験プログラム事業
『小正月行事を体験してみよう!!』
元旦を大正月というのに対して、１月14日か
ら15日にかけてを小正月といいます。
昔から小正月に行われてきた風習や行事を、楽
しみながら体験してみませんか。
▼日時＝１月12日（月・祝）午前10時〜正午
▼場所＝歴史みらい館
▼内容＝餅つき、団子刺し体験、沼田七福神舞、
関場田植踊の鑑賞
▼参加費＝無料
※事前申し込みは不要です。どなたでも参加でき
ます。

◀昨年の様子

「あらしのよるに」／きむらゆういち 作 あべ弘
士 絵／講談社
「まっくらな小屋で
ヤギとオオカミがこ
んばんは。
知らずにおしゃべり
するうちに…」
ページをめくるた
び、圧倒されるよう
な動物の絵が飛び出
します。北海道旭川
市、旭山動物園の飼
育係から、絵本作家
になった画家のあべ弘士さんの絵が、お話をダイ
ナミックにしています。
映画にもなった話題作 ! 後に続く、シリーズ本
もぜひ読んでみてください !
●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）
●1月の休館日＝1日〜3日・13日・19日・26日
※4日・5日は開館します。
【問】歴史みらい館 ☎８３−６８２２

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１月の予定
○よちよち広場 対象：０歳・１歳
日時＝１月21日
（水） 午前10時15分〜11時
場所＝子育て支援センター
内容＝製作「アンパンマン独楽」
こ

ま

○わんぱく広場 対象：２歳以上
日時＝１月29日
（木） 午前10時15分〜11時
場所＝子育て支援センター
内容＝製作「ビニール凧」
たこ

★子育て支援センターは、いつでも利用できます
ので、お気軽においでください。
開 館 日：月曜日〜金曜日（土・日・祝日休み）
利用時間：午前9時〜午後5時
【問】子育て支援センター（村田児童館内）
☎・ ８３−３９０１

税務課からのお知らせ

平成27年度町・県民税申告相談の日程について
平成 27 年度の町・県民税申告の時期が近づい
てきました。
町では、各地区公民館を会場に下記の日程で申
告相談を行います。各地区の詳しい日程について
は、後日配布される「申告相談のお知らせ」をご
確認ください。
●西足立地区公民館ホール
２月３日（火）〜６日（金）
●小泉地区公民館ホール
２月 10 日（火）〜 16 日（月）
●沼辺地区公民館ホール
２月 17 日（火）〜 26 日（木）
●村田町中央公民館ホール
２月 27 日（金）〜３月 11 日（水）
●菅生地区公民館ホール
３月 12 日（木）〜３月 16 日（月）
【問】 税務課 住民税班 ☎８３−６４０３

償却資産（固定資産税）の申告について
会社や個人で事業を営んでいる方が、事業を行
うための構築物や機械等の資産
（償却資産）
をお持
ちの場合、毎年１月１日現在において村田町に所

在する償却資産について申告していただく必要が
あります。
平成 27 年度の申告書提出期限は２月２日（月）
です。
●太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対
象となる場合があります。
下表を参考に、所有する太陽光発電設備につい
て、申告が必要かどうかご確認ください。
申告が必要な場合は、償却資産申告書を送付い
たしますので、下記までご連絡ください。
発電出力
10kW未満
（余剰売電）

発電出力
10kW以上
（全量売電･余剰売電）

【申告対象外】
個人利用を主な目的
個人
と し た 資 産 の た め、
（住宅用）
事業用資産には該当
しません。

【申告対象】
売電して収益を得る
ことを目的としてい
る た め、 事 業 用 資 産
に該当します。

【申告対象】
個人
（事業用） 事業用に供している資産となります。売電収
入の有無にかかわらず償却資産として申告の
法人
対象となります。

【問】税務課

資産税班

☎８３−６４０３

税務署からのお知らせ

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」等のご案内
国税庁では、国税庁ホームページに「確定申告
書等作成コーナー」を設けており、画面の案内に
従って金額などを入力すれば、税額などが自動計
算され、所得税および復興特別所得税、消費税お
よび地方消費税の確定申告書や青色申告決算書な
どを作成できます。
また、作成したデータは、
「e-Tax（電子申告）」
を利用して提出できます。
平成 26 年分の確定申告書の作成は、ぜひｅ Ｔａｘをご利用ください。
詳しくはホームページをご覧ください。
■国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp
■ｅ−Ｔａｘホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp
【問】ｅ−Ｔａｘ・作成コーナーヘルプデスク
☎０５７０−０１−５９０１
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平成27年１月の納税・保険料・使用料

放射線対策に関するお知らせ

期限内の納入をお願いします。
11月６日から12月５日までの測定結果の概要
①固定資産税
４期分
は、次のとおりです。
②国民健康保険税
10期分
■空間線量測定結果
単位:μSv/h
③介護保険料
10期分
測 定 場 所
回数
空間線量
④後期高齢者医療保険料
７期分
村 田 町 役 場 敷 地 21 0.05 ～ 0.06
⑤水道使用料
１月分
村
田
小
学
校 ４ 0.04 ～ 0.05
⑥下水道使用料
１月分
【口座振替をご利用ください】
村田第二小学校・沼辺児童館 ４ 0.04 ～ 0.05
指定口座から自動振替されますので納め忘れも
村 田 第 一 中 学 校 ４ 0.05 ～ 0.06
なく安心です。また、わざわざ金融機関に出かけ
村 田 第 二 中 学 校 ４ 0.05 ～ 0.08
る必要もなくたいへん便利です。
村
田
幼
稚
園 ４ 0.06 ～ 0.08
○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
沼
辺
幼
稚
園 ４ 0.04 ～ 0.05
用金庫・郵便局（ゆうちょ銀行）
村
田
保
育
所 ４ 0.06 ～ 0.06
○利用できる税目等
村
田
児
童
館 ４ 0.06 ～ 0.06
町県民税
（普通徴収）
・固定資産税・軽自動車税・国
学校等の空間線量は、校庭中央等１ヶ所の測定
民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険
値を掲載しています。
料・水道使用料・下水道使用料・住宅使用料
■食品等簡易放射能測定結果
○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
区
分
検体 基準値超過数
（町内の金融機関・郵便局には依頼書を備え付
町 内 産 農 林 産 品 等
11
0
けてあります）。
村 田 保 育 所
７
0
●町外の金融機関・郵便局で手続きをする場合
給食
村田第一中学校
８
0
は、下記までご連絡ください（町外の金融機
食材
関・郵便局には依頼書がありません）。
村田第二小学校
８
0
村田第二中学校
● 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。
住民持込み農林産品等
４
0
〈固定資産税・国保税・介護保険料・後期高齢者医療保険料〉
【問】
個々の詳細な測定結果は、村田町ホームページ
税務課
☎８３−６４０３
（東日本大震災関連情報）をご覧下さい。
〈水道使用料〉水道事業所 ☎８３−２８７０ 【問】町民生活課 環境衛生班 ☎８３−６４０１
〈下水道使用料〉 建設課
☎８３−６４０７

今月の行政相談

宮城県の最低賃金の改正について

地域別最低賃金
時間額
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
宮城県最低賃金
710 円
いる業務について、皆さんが持っている苦情や要
効力発生日：平成26年10月16日
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。
特定（産業別）最低賃金
時間額
行政相談委員はいつも自宅などで相談に応じて
①鉄鋼業
811 円
いますが、今月は次の日程で行政相談所を開設し
ます。
②自動車小売業
778 円
相談は無料で、秘密は厳守します。匿名の取扱い
③電子部品・デバイス・電子回路、電気
769 円
もできますので、どうぞお気軽にご相談ください。
機械器具、情報通信機械器具製造業
効力発生日：①②平成26年12月15日
●相談所開設日
③平成26年12月19日
▽日時＝１月 21 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
【問】宮城労働局賃金室
【行政相談委員】安部哲男さん
☎０２２−２９９−８８４１
大字村田字下河原１−２０ ☎８３−２３５８
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●返しきれない借金で悩んでいませんか？
東北財務局では、借金返済に関する相談に応じ
ています。
専門相談員が相談者のお悩みを丁寧にお聞き
し、問題の解決に向けてアドバイス等を行うとと
もに、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門
家に引継ぎを行っています。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。まずは
お電話で、お気軽にご相談ください。
【問】東北財務局 金融監督第三課
☎０２２−２６６−５７０３

●えずこホール イベント情報
えずこ寄席 2015『立川生志独演会』
▼日時＝２月 20 日 ( 金 ) 午後 7 時開演
２月 21 日 ( 土 ) 午後２時開演
▼チケット（全席指定）＝一般 3,000 円、学生
1,500 円（当日 500 円増）※発売中
AZ9 ジュニア・アクターズ第 22 回公演
▼日時＝２月 14 日 ( 土 )・15（日）
午後 2 時開演
▼チケット（全席指定）＝一般 1,000 円、学生
600 円、 親 子 ペ ア 1,400 円（ 当 日 200 円 増 ）
※発売中
えずっこひろば
▼日時＝１月 14 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
雪上トレッキング
スノーシューで蔵王野鳥の森を歩き、
動物の足
跡や冬芽を観察します。
雪上を歩く楽しさを実感
してください。
▼期日＝１月11日
（日）
・18日
（日）
・25日
（日）
▼時間＝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＝500円
▼定員＝20名 ※要予約
※スノーシューは無料貸出します。
※子どもは保護者同伴でお願いします。
※ことりはうす入館料は別途必要です。
【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

●大河原駅前町営駐車場の定期利用者募集
・大河原駅前第 1・2・3 駐車場
3 ヶ月 14,150 円
6 ヶ月 27,250 円

【問】第１・２駐車場管理人室 ☎５２−１１５９
第 3 駐車場管理人室
☎５２−２２５１
・大河原駅前（オーガ）立体駐車場
3 ヶ月 19,440 円
6 ヶ月 37,800 円
【問】
（株）まちづくりオーガ ☎５２−１１１０
●放送大学４月入学生募集
放送大学はテレビ等の放送やインターネットを
利用して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学な
ど、幅広い分野を学べます。
・15 歳以上の方なら、１科目から学習する選科
履修生・科目履修生として入学できます。
・18 歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、
入学試験はなく、全科履修生として入学ができ、
４年以上在学して、124 単位を修得し卒業する
と学士（教養）の学位を取得できます。
▼出願期間＝２月 28 日（土）まで
【問】放送大学 宮城学習センター
☎０２２−２２４−０６５１
●宮城いきいき学園
平成 27 年４月 入学生募集
▼対象＝県内居住の概ね 60 歳以上の方
▼場所＝①仙南校②大崎校③石巻校④気仙沼・本
吉校⑤登米・栗原校
▼募集人員＝各校 40 人
▼学習日＝年間 22 日（２学生制）
▼内容＝生きがいと健康づくりを目指し、地域活
動の指導者として必要な内容を身につけます。
▼入学金＝ 5,000 円
▼受講料＝年間 20,000 円
【問】宮城県社会福祉協議会 いきがい健康課
☎０２２−２２５−８４７７

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
当院では病院の機能充実のため助産師・看
護師、臨床検査技師、臨床工学技士、作業療
法士、言語聴覚士、歯科衛生士を募集してい
ます。詳しくは病院ホームページまたは総務
課人事係までお問い合わせください。
▼職種・採用予定人数
助産師・看護師 15 名 臨床検査技師 若干名
臨床工学技士 若干名 作業療法士 1 名
言語聴覚士 1 名 歯科衛生士 1 名
▼受付期間＝ 1 月 28 日（水）まで
▼試験日＝ 2 月 7 日（土）
【問】みやぎ県南中核病院 総務課人事係
☎５１−５５００（代） 内線２０１０
Ｅ-mail : jinji@southmiyagi-mc.jp
（平日、
午前8 時30 分〜午後5 時）
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▼日時＝１月８日
（木）午後１時〜３時
▼場所＝仙南保健所
●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、
●アルコール専門相談
抗体検査
アルコールの問題は、心身の健康を損ない、家
相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、
族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士
性感染症相談は匿名で受けられます。
が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相
＜検査＞
談することもできます（要予約）。
・感染が気になる方は原則無料。
▼日時＝１月 21 日（水）午後１時〜３時
・検査は予約が必要です。
▼場所＝仙南保健所
・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、 【予約・問合せ】
仙南保健所 母子障害班 ☎５３−３１３２
直接お知らせします（代理不可）。
▼日時＝１月 13 日（火）
・27 日（火）
●税理士記念日無料税務相談会
エイズ・クラミジア検査：午後１時〜３時
税理士法に基づき、東北税理士会大河原支部主
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査：午後３時〜４時
催により、社会奉仕活動の一環として小規模な事
▼場所＝仙南保健所
業者のための相談会を開催します。
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
▼日時＝２月23日（月）午前10時〜午後３時
・電話：平日、午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
▼場所＝各税理士事務所（相談希望の方は平成27
・面接：検査日時に無料で受けられます。
年２月20日（金）までに事務局にご連絡くださ
【予約・問合せ】
い。）
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
▼内容＝所得税の確定申告相談、確定申告書の作
成指導、消費税等の税務相談
●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 【問】東北税理士会大河原支部事務局
高橋武税理士事務所 ☎５２−４５０３
見つかるよう、登録にご協力ください。
＜登録要件＞
●ごぞんじですか？検察審査会
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
検察審査会制度は、刑事手続の中に国民の意見
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
を反映させ、よりよい刑事司法を実現するために
＜登録の流れ＞
設けられたもので、検察官が事件を裁判にかけな
・登録の説明→問診→申込書記入→採血
かったことのよしあしを、選挙権を有する国民の
▼日時＝１月 13 日（火）
・27 日（火）
中からくじで選ばれた 11 人の検察審査員が審査
午前９時〜 10 時
する制度です。
▼場所＝仙南保健所
事件等を起こした人が「不起訴処分」となった
※献血ルーム（アエル 20・ＡＯＢＡ）でも登録
ことに納得がいかない場合は、犯罪の被害にあっ
できます。
た人や犯罪を告訴・告発した人がその処分につい
【予約・問合せ】
て、検察審査会に審査を求めることができます。
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
審査の申立てに、費用はかかりません。
詳しくは、検査審査会ホームページまたは下記
●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 までお問い合わせください。
て、精神科医や相談員による相談を行います。本 【問】 仙台検察審査会事務局
☎０２２−２２２−４７５０
人だけでなく、家族や関係する方が相談すること
http:www.courts.go.jp/kensin/
もできます（要予約）
。
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消費者の

窓

「特殊詐欺」の被害が急増!
「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかけるなどして対
面することなく欺き、指定した預貯金口座への振り込
みやその他の方法により、不特定多数の者から現金
等をだまし取る犯罪の総称です。その代表的なものが
振り込め詐欺と言われている、オレオレ詐欺や架空請
求詐欺、金融保証金詐欺、還付金詐欺です。
宮城県警生活安全企画課の調査によると被害者
の92％が「特殊詐欺の被害に遭わない自信があっ
た」と答えています。
しかし、宮城県内で、昨年1〜10月に発生した、
「特
殊詐欺」の被害額は約8億7,400万円（164件）に上り
過去最高だった平成16年の約8億80万円を超え過去
最悪となりました。
宮城県警のまとめによると、架空の金融商品を売
る手口や保険料の還付金名目が目立ったようです。
1件当たりの被害額も1,000万円以上の被害は24
件ありました。被害額が1番多い未公開株の購入名目
で、過去最高額の計約6,500万円、金の運用をかたる
うその投資話は、2番目に多い計約6,300万円を搾取
されています。
事例：老人ホームの入居権利詐欺で950万円
あざむ

ご存じですか?

国民年金

～新成人の皆さんへ～
20歳になったら国民年金!
20歳から60歳まで、国民年金への加入は長期
間にわたります。年金制度の役割を正しく理解
しておくことが将来の安心につながります。
【みんなが加入する国民年金】
国民年金と被用者年金（厚生年金及び共済年
金）を合わせて公的年金と言います。中でも国
民年金は、公的年金全てに共通する「基礎年
金」として重要なものです。
日本に在住する20歳以上60歳未満の方は、職
業・性別・国籍などに関係なく、基礎年金であ
る国民年金に加入しなければなりません。
【加入資格は3種類】
■国民年金第１号被保険者
学生、自営業、またはアルバイト等の方
■国民年金第２号被保険者
厚生年金または共済組合に加入している方
（厚生・共済年金と同時加入になります）

泉区の女性（78）に、架空の福祉サービス会社の
社員を名乗る男から「老人ホームの入居権利を代わ
りに購入してほしい。2〜3倍にして返す」と電話が
あった。女性は預貯金を解約するなどし、現金950万
円を指定された都内の住所に宅配便で送った。
事例：還付金名目詐欺で100万円
仙台市内の女性（70）宅に区役所職員を名乗る
男から「医療費の還付金約3万円がある。通帳と
キャッシュカードを持って近くの現金自動預払い機
（ATM）に行って欲しい」と電話があり、近くのスー
パーのATMで、指示通りに操作して100万円振り込
んだ。
※「特殊詐欺」は、手口は巧妙で誰もが被害者にな
る可能性があります。十分注意してください!!
○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

■国民年金第３号被保険者
第2号被保険者に扶養されている 配偶者
【老後のためだけではありません】
公的年金には障害年金・遺族年金など、満65
歳未満でも受給できる年金があります。ただ
し、未納が一定期間以上ある場合は申請できま
せん。
万一に備えるためにも、国民年金保険料は期
限までに納めるようにしましょう。

公的年金等の源泉徴収票が送付されます
老齢または退職による公的年金を受けとられた
方へ、
「公的年金等の源泉徴収票」が1月中に送付
されます。
紛失などで再発行を希望する場合は、
年金事務所
窓口または
「ねんきんダイヤル」にお問い合わせく
ださい。
（再発行には数日かかる場合があります）
【問】大河原年金事務所
町民生活課 保険年金班

☎５１−３１１１
☎８３−６４０１

おしらせばん
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町

のようす

平成26年11月末日現在

人口････ 11,653人（−4人）
男････ 5,797人（±0人）
女････ 5,856人（−4人）
転入･･ 26人 転出･･ 26人
出生･･ 5人 死亡･･ 9人
世帯数･･･ 3,909戸（+9戸）

喜び

悲しみ

と

結 婚 お め で と う（敬称略）

♥

齋籘
鈴木

浩二
美保

（本 町）
（小泉西町）

誕 生 お め で と う（敬称略）

赤ちゃん
もり

両

のの か

森

心華ちゃん

親

（響・南）

行政区

荒

町

すず き

鈴木

よう た

しばさき

しゅん た ろう

町

わ かな

井

陽太くん（雄也・ありさ）足立西

駿 太朗くん （幸一・妙恵） 本

柴崎

おお く ぼ

大久保 和奏ちゃん （洋介・千秋） 寄
さ さ

こ はる

佐々

小春ちゃん（康太郎・里紗）本

町

おくやみ申し上げます（敬称略）

氏

名

年

齢

世帯主

行政区

村上フミ子

（86） 本

人

沼辺南

眞壁

仁始

（84） 仁一郎

足立東

鈴木

敏夫

（79） 本

人

寄

井

野又さくよ

（88） 幸

雄

本

町

二瓶みつゑ

（87） 新

平

足立西

伊藤

勇夫

（64） 本

人

菅生上

櫻中

一男

（64） 本

人

沼辺南

髙橋

力

（85） 本

人

本

村田町保健推進員会おすすめ!

ヘルシー献立

1月の献立 コバ風オムレツ
今月は朝ごはんレシピコンテスト（小学生の部）
において優秀賞を受賞した作品をご紹介します。
●献立名

コバ風オムレツ
ゆ あん
村田小学校６年 鳥島 優杏君
▼一人分の材料
卵1と1/2個 玉ねぎ1/4個 人参1.5㎝ ベーコン1枚
じゃがいも中1/2個 牛乳大さじ1/2 なす小1/2個
レタス2枚 プチトマト適量 マヨネーズ大さじ2/3
ケチャップ大さじ2/3 オリーブオイル少々 塩・こ
しょう少々
▼作り方
①玉ねぎ・人参はすりおろし、オリーブオイルを入
れます。
②じゃがいもは、半分に切り 5 ｍｍ位の厚さに切り
ます。
③①と②にラップをかけ、レンジにかけます。
④ベーコンは 1cm 位の幅に切り、フライパンで素焼
きにします。
⑤ボールに卵を入れ混ぜて、③と④を入れ、はじい
た枝豆・塩・こしょう・牛乳・チーズを混ぜ合わ
せます。
⑥フライパンにオリーブオイルを入れ、⑤を流し入
れ中火位でふたをして、両面を焼きます。
⑦なすは 5 ｍｍ位の厚さに切り、オリーブオイルで
さっと焼きます。
⑧皿に⑥をおき、まわりにレタス・プチトマト・な
すをそえます。
⑨オーロラソース（マヨネーズとケチャップ）を作り、
小鉢に入れます。

献立のエネルギーは342キロカロリー
たんぱく質16.8ｇ

塩分1.3ｇ

※玉ねぎ・人参をすりおろして、オリーブオイルを
かけて、レンジにかけると、臭みが取れ食べやす
くなります。
牛乳・チーズを入れることにより、コクがでるので、
おいしさが増します。

町

「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

1
日

睦
月

曜

月

町 民
1月1日～1月31日

1/1 木 元旦
3 土
4 日
5 月 官庁仕事始め 母子手帳交付（13:00〜15:00）保健センター
6 火 食生活相談・健康相談（13:00〜15:00

要予約）保健センター

すくすく離乳食相談（9:00〜9:15/H26年.6月・7月生）保健センター
生活相談（13:00〜16:00）社会福祉協議会

8 木
9 金
10 土
12 月 成人の日
13 火
1歳お誕生相談（9:00〜9:15/H26.1月生）保健センター
生活相談（13:00〜16:00）社会福祉協議会

15 木
16 金
18 日
19 月 母子手帳交付（13:00〜15:00）保健センター
20 火 こころの健康相談（9:30〜11:30

要予約）保健センター

行政相談（10:00〜12:00）村田町役場
生活相談（13:00〜16:00）社会福祉協議会

22 木
23 金
24 土

（柴
（柴
（川
（柴
（柴

田）
田）
崎）
田）
田）

☎57-2310
☎54-1034
☎84-2266
☎58-1065
☎57-1322

中核病院村田診療所
みやぎ県南中核病院
前田歯科医院
アイン薬局村田店
アイランド薬局

（村 田）
（大河原）
（村 田）
（村 田）
（大河原）

☎83-2445
☎51-5500
☎83-6480
☎82-1682
☎53-4189

（柴 田）
（大河原）
（柴 田）
（柴 田）
（大河原）

☎54-2316
☎51-5500
☎55-4025
☎54-3837
☎51-3121

日下内科医院
毛利産婦人科医院
内田歯科医院
村上薬局
銀座薬局

（大河原）
（柴 田）
（柴 田）
（大河原）
（柴 田）

☎52-1058
☎55-3509
☎57-1818
☎52-4275
☎54-2201

太田内科
かわち医院
えんどう歯科医院
船岡調剤薬局
大槻薬局東新町店

（柴 田）
（大河原）
（大河原）
（柴 田）
（大河原）

☎55-1702
☎52-3115
☎53-2555
☎58-1189
☎52-0885

安藤医院
永沼整形外科
大友歯科医院
関谷薬局
ひまわり薬局

（大河原）
（柴 田）
（柴 田）
（大河原）
（柴 田）

☎52-1123
☎54-2244
☎57-2120
☎52-2133
☎87-8430

佐藤内科クリニック
庄司クリニック
大沼歯科医院
調剤薬局船岡店
さとう調剤薬局

（柴 田）
（大河原）
（村 田）
（柴 田）
（大河原）

☎54-3755
☎51-3741
☎83-4395
☎55-2776
☎51-4431

平井内科
さくらの杜診療所
小田部歯科医院
甲子調剤薬局
ペガサス薬局

（大河原）
（大河原）
（大河原）
（大河原）
（大河原）

☎52-2777
☎51-4625
☎53-2134
☎51-5085
☎87-6097

（大河原）
（大河原）
（柴 田）
（大河原）
（大河原）

☎51-5355
☎51-5500
☎56-1853
☎51-4040
☎51-4011

２ 日（金曜日・年始）
内科
外科
歯科
薬局

3

日（土曜日・年始）

4

日（日曜日）

内科
外科
歯科
薬局

内科
外科
歯科
薬局

村川医院
みやぎ県南中核病院
歯科ヒライ
もみの木薬局
カメイ調剤薬局大河原店

12 日（月曜日・成人の日）
内科
外科
歯科
薬局

内科
外科
歯科
薬局

26 月
27 火
育児相談（9:00〜10:00）保健センター
1歳6か月児健診（12:00〜12:15/H25.5月・6月生）保健センター
28 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
4か月児健診（13:30〜13:45/H26.9月生）保健センター

25 日（日曜日）
内科
外科
歯科
薬局

2月

29 木
30 金

1

内科
外科
歯科
薬局

31 土
2/1 日
2 月
3 火 食生活相談・健康相談（13:00〜15:00

5 木

しばた協同クリニック
船岡今野病院
山家歯科クリニック
つばさ薬局船岡店
すずらん薬局

18 日（日曜日）

25 日

4 水

日（木曜日・元日）

11 日（日曜日）

17 土

21 水

1

内科
外科
歯科
薬局

内科
外科
歯科
薬局

11 日

14 水

休日当番医
1月

2 金

7 水

カレンダー

要予約）保健センター

2歳6か月児歯科検診（12:15〜12:30/H24.6月・7月生）保健センター
生活相談（13:00〜16:00）社会福祉協議会

日（日曜日）
さくら小児科医院
みやぎ県南中核病院
おたべ歯科クリニック
仙台調剤大河原店
仙台調剤大河原西店

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。事前に健康福祉課ご連絡へください。
【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

18 日です。
1月は18
おしらせばん
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