
　今年も町・県民税の申告の時期となりました。

　この申告は、平成27年度の町・県民税を算出

する基礎となるほか、国民健康保険税や介護保険

料等の算出や軽減等にも使われる大変重要な手続

きです。

　期限までに申告がない場合は、国保税・介護保

険料等の軽減の対象となっている場合でも軽減措

置が受けられなくなるほか、所得証明や課税証明

等の即日交付ができなくなります。

○申告相談期間・会場

　町では、町内各地区公民館を会場に申告相談を

開催します。

　相談会場は、混雑緩和のために対象となる地区を

指定していますので、指定日に申告できない場合は、

予備日または大河原税務署で申告してください。

▼期間＝２月３日〜３月16日

▼会場＝町内地区公民館（詳しくは別に配布する

「申告相談のお知らせ」をご覧ください。）

○申告が必要な方、持参するもの

　平成27年１月１日現在で村田町に住所を有し

ている方が対象となります。申告会場に持参する

ものは、その年の収入の種類によって必要な書類

が異なりますので、「申告相談のお知らせ」で確

認してから会場にお越しください。

※初めて住宅ローン控除を受ける方、土地・建物

の譲渡所得、株式の配当・譲渡所得がある方は、

大河原税務署で申告をしてください。

早めに申告の準備をしましょう !

○収支計算書の作成

　自営業や農業などは収支計算をする必要があり

ます。一年間の収入と経費をまとめた「収支計算

書」を作成するとともに、領収書を確認します。

領収書が無いものは経費として認められませんの

で、項目ごとにまとめて計算のうえ持参してくだ

さい。

　医療費控除を受けられる場合も、医療費の領収

書を確認しますので、まとめて計算のうえ持参し

てください。

　書類に不備があると申告相談に時間がかかって

しまいますので、申告に向けて早めの準備をお願

いします。

※申告相談の期間中、担当職員は会場ごとに関係

書類を持参して出向いているため、役場税務課

では申告に応じられませんのでご注意下さい。

●記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

　平成26年１月から、記帳義務及び帳簿等の保

存制度の対象者が拡大されました。事業・農業・

不動産所得等を生ずる業務を行うすべての方（住

民税申告のみの方も含まれます）が対象となりま

す。平成 26 年分の申告から、この帳簿等にもと

づいて申告することとなります。

●確定申告、e-Tax などの電子申告を利用してみ

ましょう !

　詳しくは、下記をご覧ください。

国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp/

総務省ホームページ　http://www.soumu.go.jp/

【問】税務課　住民税班　☎８３−６４０３

　　　大河原税務署　　　☎５２−２２０２
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　村田町は、平成27年４月20日に町制施行120周年・

町村合併 60 周年を迎えます。

　この記念日に向けて 60 日前から、カウントダウン

を表現する写真を町・公式フェイスブック及びホー

ムページに掲載します。

　そこで、60 日間のカウントダウンを一緒に盛り上

げるために、写真等を提供いただける方を募集します。

▼掲載期間＝２月 19 日（木）〜４月 19 日（日）

▼募集内容

　対象者：町内在住・在勤・在学の個人またはグループ

 　　　　　※営業目的は不可

　定　員：30 組程度

※写真については、６月発行予定の記念誌にも掲載

　する予定です。

▼応募方法

　申込用紙に必要事項を記入し、２月 16 日（月）ま

で（必着）にお申し込みください。（ＦＡＸ・メール可）

※申込用紙は役場、沼辺支所、菅生出張所に用意し

てあります。また、町のホームページからもダウ

ンロードできます。

【問・申し込み】

　〒９８９−１３９２　村田町役場総務課

　　「カウントダウン」係

　☎８３−２１１１　　８３−５７４０

　　mura-sou@town.murata.miyagi.jp

▼入居募集住宅（２戸）

　①新石生住宅９−５号（簡耐２階建）

　②新石生住宅 10 −３号（簡耐２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

・暴力団関係者でないこと（世帯員も含めて）

・その他入居資格条件がありますので、建設課管理

班までお問い合わせください。

▼申込期間＝２月２日（月）〜13 日（金）

※申込者多数の場合は、抽選で各住宅毎に入居予

定者を決定します。

【問・申し込み】建設課　管理班　☎８３−６４０７

　農林業センサスは、わが国の農林業の生産構造

や就業構造を明らかにし、今後の農林行政の施策

立案などのための基礎資料を作成することを目的

として、５年ごとに実施されている大切な統計調

査です。

　現在、調査員が対象となる世帯にお伺いし、世

帯員の就業状況、農地や山林の面積、農産物の生

産状況などについて、調査

票への記入をお願いしてい

るところです。

　記入いただいた内容は統

計を作るためだけに用いら

れ、その他の目的に使われ

ることはありませんので、

皆さまのご協力をお願いし

ます。

【問】企画財政課　まちづくり推進班

　 　 ☎８３−２１１２
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「2015年農林業センサス」にご協力を!
―平成27年２月１日実施―

町制施行120周年・町村合併60周年
カウントダウンの参加者を募集します!

町営住宅入居者募集

仙南夜間初期急患センターが開院します
　仙南２市７町と医師会などの協力を得て、

平日の夜間診療を行う仙南夜間初期急患セン

ターを建設中です。

　この急患センターの診療が始まれば、夜間

の急患診療が可能となり、仙南圏域の皆さま

をはじめ、多くの方々にご利用いただけるよ

うになります。

　なお、詳しい内容については、次号以降に

お知らせします。

　

▼開院場所＝みやぎ県南中核病院敷地内

　　　　　　（大河原町）

▼開院時期＝平成 27 年３月予定

▼診療時間＝平日の午後７時〜10 時

　※祝日及び休日、12月29日〜１月３日を除く

▼受付時間

　平日の午後６時 45 分〜９時 30 分

▼診療科目＝内科（概ね 16 歳以上の方）

▼設置主体＝大河原町

【問】大河原町役場　健康福祉課

　　☎５３−２１１５（内線１５１・１５７）



　薬物の乱用は、健康に悪い影響を及ぼします。

そして、薬物依存になると、不安や被害妄想、幻

覚などの症状が現れ、殺人や放火などの重大犯罪

を引き起こすこともあります。

●薬物乱用とは

　社会的常識、特に医学的常識を逸脱して危険ド

ラッグをはじめ麻薬や覚せい剤などの薬物を使う

ことです。一回使用しただけでも乱用になります。

●脳をおかされ心も身体もメチャクチャに

　薬物の種類にもよりますが、主な健康被害とし

ては、意識喪失・呼吸困難・急性錯乱・妄想・幻

聴・幻覚・興奮・精神異常・血圧上昇・心拍上昇

などがあげられ、最悪、死に至ることもあります。

●自分の意志では止められなくなる

　薬物乱用の最も恐ろしい特徴は、薬物の“依存

性”と“耐性”です。

依存性：一回ぐらいは大丈夫と思っても、また使

いたくなり、繰り返し使わずにはいられ

なくなります。

耐　性：繰り返し使っているうちに、それまでの

量では効きめがうすれていきます。

●危険ドラッグってなに ?

　法律の規制が及ばないかのように「脱法ドラッ

グ」「合法ハーブ」などと称して販売されるため、

身体に影響がなく安全であるかのように誤解され

ていますが、覚せい剤や大麻などの類似成分が含

まれており、覚せい剤や大麻よりも強力な作用を

持つ危険な製品もあります。また、製品には複数

の物質が適当にブレンドされているので、何が入

っているのか、どんな影響が身体に出るのか不明

で、大変危険です。

●薬物の甘い誘いに気を付けよう !

・一回だけなら平気、ちょっとためしに。

・みんなやってる、クスリで遊ぼう。

・イライラがとれてすっきりする。

・やせられるし、肌もきれいになる。

・ただの栄養剤だよ。

・とりあえず預かって。

　といった、甘い言葉で誘います。

●持っているだけで犯罪

　違法薬物が含まれていれば持っているだけで犯

罪です。また、お香やハーブ、アロマオイル、バ

スソルトを装うなど、知らないうちに犯罪者にな

っているかもしれません。

●薬物乱用を防止するために !!

・薬物乱用の危険性は身近

にあり、自分には関係な

いと思わないこと。

・誘われても「ダメ。ゼッ

タイ。」と断る勇気を持

つこと。

・一人で悩まないで友人や

家族に何でも相談するこ

と。

【問】仙南保健所 獣疫薬事班　☎５３−３１１９

　　　保健センター　☎８３−２３１２

▼日時＝２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

　女性医師が思春期や更年期の身体的・精神的不

調、家庭や職場でのストレスで悩んでる女性の相

談に応じます。（完全予約・相談無料）

▼相談日・場所

　２月 28 日（土）　午後２時〜４時

　大河原町

※会場は予約時にお伝えします。

※仙台市に通勤・通学している方は、仙台市会場

（エルソーラ仙台）でも相談を受けることがで

きますので、ご相談ください。

▼予約先

　宮城県女医会女性の健康相談室

　☎０９０－５８４０－１９９３

▼受付時間

　午前９時〜午後５時（土日祝日を除く）

【問】宮城県健康推進課　

　　　☎０２２－２１１－２６２３
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元気が出る！こころとカラダのはなし

〜ダメ。ゼッタイ。薬物の乱用〜

生活保護の相談窓口

女性医師による女性の健康相談
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　毎年、仙南の青年たちが集まり文化祭を開催して

います。今年は「仙南戦隊フラワーレンジャー〜花

で繋がる９つの力〜」をテーマに白石市で開催しま

す。青年たちによる歌や劇、ダンスなどのステージ

発表や作品展示のほか、「心と心の繋がり」をコン

セプトにたくさんのアトラクションを準備してい

ます。会場内をまわり「花びらラリー」を制覇すると、

素敵なプレゼントがもらえるかも !! また、「花にま

つわるふるさと自慢」をテーマに仙南各市町紹介ブ

ースを設置します。お昼は数量限定でとん汁の無料

提供もあります。仙南の平和を守る９人のヒーロー

たち !? も登場予定です ! 皆さんのご来場をお待ちし

ています。

▼日時＝２月 22 日（日）

　　　　午前９時 30 分〜午後４時

▼会場＝白石市中央公民館

　　　　（白石市字寺屋敷前 25 −６）

▼内容＝ステージ発表、美術・生活文化展、アトラ

クション（ストラックアウト、花釣りほか）

【問】白石市教育委員会生涯学習課（中央公民館内）

☎０２２４−２２−１３４３

　０２２４−２４−５３７７

生涯学習課（中央公民館内）　☎８３−２０２３

　仙南地域共通の文化遺産である祝い唄「仙南長

持唄」に挑戦し、自慢ののどを競います。

　また、郷土芸能や民謡、日本舞踊も披露されま

すので、どうぞご覧ください。

▼日時＝３月15日（日）午前10時開演

▼場所＝村田町中央公民館

▼入場料＝ 500 円

▼主催＝仙南文化協会連絡協議会

　　　　村田町文化協会

【問】生涯学習課（中央公民館内）

　　☎８３−２０２３

　ニュースポーツは、子どもから高齢者まで気軽

にスポーツを楽しむことができるものです。種目

も様々なものがあり、ルールも簡単で、初めての

方でもすぐに体験ができます。

　今回の交流会は、グループでも個人でも参加可

能 ! 事前申し込みも不要で当日参加ＯＫです ! 種

目も複数体験できますので、この機会にニュース

ポーツを楽しんでみませんか ? 皆さんのご参加を

お待ちしております。

▼日時＝２月 11 日（水 ･ 祝）

　　　　午前９時 30 分〜正午頃

　　　　※受付は午前９時から行います

▼場所＝村田町民体育館

▼内容＝ニュースポーツ体験（複数種目）

▼参加費＝無料

▼服装＝運動のできる服装

▼持ち物＝運動靴（上履き）、タオル

▼主催＝村田町スポーツ推進委員会

　　　　村田町総合型地域スポーツクラブ

【問】生涯学習課（中央公民館内）

　　☎８３−２０２３

『ニュースポーツ交流会』を開催します!!

平成26年度　仙南地域広域文化祭
「仙南長持唄大会」が開催されます

生涯学習課・公民館からのおしらせ
『仙南青年フェスティバル2015inしろいし』

が開催されます!!
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村田町歴史みらい館開館20周年記念
『雛まつり展』を開催します!!

　３月３日は桃の節句。子どもの健やかな成長と

幸せを願って、雛人形が飾られます。

　このお雛さまを飾る風習は、江戸時代に広く一

般に行われるようになりました。もともとは今を

さかのぼること千年前の平安時代、紙や草で作っ

た人形に身体のけがれを移し、川や海に流す厄払

いの習慣がその起源とされています。

　今回、歴史みらい館では、江戸時代から現代ま

でのお雛さまや、『蔵の町むらたつるし飾りの会』

が作成したつるし飾りなどを展示する『雛まつり

展』を、開館 20 周年記念事業として開催いたし

ます。

　是非、皆さんでご覧ください。

▼会期＝２月７日（土）〜４月５日（日）

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室、研修室

▼観覧料＝無料

「結婚相手は抽選で」／垣谷美雨作／双葉社

　「もしこんな法律ができ

たら、あなたならどうし

ますか…?」

　少子化対策のため「抽

選見合い結婚法」が施行

されることになったとい

う内容の長編小説。お話

の中には、そんな状況で

のお見合いをとおして、

若者たちの気持ちやそれぞれの思いが綴られてい

ます。

　自分を取り巻く社会について、考えさせられる

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）

●２月の休館日＝２日・９日・12日・16日・23日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

子育て支援センター２月の予定

○わくわく移動広場　対象：未就学児　

日時＝ 2月6日（金）　午前10時〜11時30分

場所＝沼辺地区公民館

内容＝「おはなし会」

大型絵本・エプロンシアター他

○みんなの広場　対象：1 歳以上

①日時＝2月19日（木）午前10時15分〜11時

場所＝子育て支援センター

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

申込方法＝2月17日（火）までに子育て支援セン

ターへ申し込んでください。（電話可）

②日時＝2月26日（木）午前10時15分〜11時

場所＝小泉地区公民館　ホール

内容＝「サッカー教室」

講師＝宮城県サッカー協会

持ち物＝上靴・水分補給用の飲み物

申込方法＝2月24日（火）までに子育て支援セン

ターへ申し込んでください。（電話可）

★町のホームページ「子育てカレンダー」にも詳

しく掲載しています。

★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

今 月 の 歴 史 み ら い 館

子育て支援センターからのおしらせ

▲享保雛（江戸時代、個人蔵）



　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。　

　町では、下記の日程で平成 27・28 年度（有効

期間２年間）の入札参加資格申請の登録受付を行

います。登録を希望される方は、受付期間内に必

要書類を提出してください。

▼対象年度　平成 27 年度・平成 28 年度（２年間）

▼申請区分　①建設工事　

　　　　　　②測量・建設コンサルタント等業務

　　　　　　③物品製造等

▼受付場所　村田町役場３階　小会議室

▼受付期間　２月２日（月)〜13日（金）

　　　　　　（役場閉庁日を除く）

▼受付時間　

　〈午前の部〉午前９時〜11時30分

　〈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）

※提出要項等は、町の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。

【問】企画財政課　財務班　☎８３−２１１２

　親子で楽しめる映画上映会や望遠鏡を使用した

観測体験などを行います。親子で是非お出かけく

ださい。

▼日時＝３月１日（日）

　　　　午前 10 時〜午後３時 30 分

　　　　（開場９時 30 分）

▼会場＝仙南芸術文化センター（えずこホール）

　　　　（大河原町字小島１−１）

▼内容

①映画上映会　【大ホール】

「シュガー・ラッシュ」

いま、ゲームの世界の“裏側”で“悪役キャラ”

ラルフの冒険が始まる !

※上映時間：１回目　午前 10 時

　　　　　　２回目　午後１時

②ミニシアター（ＤＶＤ上映会）【平土間ホール】

「ミッキーマウス」、「トムとジェリー」、「銀河

鉄道の夜」他５本

※上映時間は会場にてお知らせします。

③その他、ふるさとの歴史がわかる自作視聴覚教

材上映コーナー、紙芝居読み聞かせ会（１回目：

午前 11 時 50 分、２回目：午後２時 50 分）、

お絵かき（ぬりえ）コーナー、大きな太陽望遠

鏡を使用した観察体験コーナーがあります。

※詳細は、視聴覚教材センターのホームページを

　ご覧ください。

【問】仙南地域広域行政事務組合

　　視聴覚教材センター

　　☎５２−３４３３　　５２−２６６０

　　E-mail： Kyouiku@az9.or.jp
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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

視聴覚教材センターフェスティバル開催!!

　今春の耕作に向けて、農地の手続きはお済み

でしょうか。

　農地法で、農地を売買や貸し借りするときには

「農業委員会の許可を受けなければならない」と

定められています。申請用紙は、農業委員会事務

局（東庁舎２階）にあります。また、町のホーム

ページからもダウンロードできます。

　なお、許可を受けずに違反転用すると罰則対

象となりますので、ご注意ください。

▼申請から許可までの流れ

申請：毎月15日〆切
　↓　　　　（閉庁日の場合、直前の開庁日）
調査：農業委員が現地調査をします
　↓
審議：毎月25日頃に農業委員会総会
　↓　
許可：月末に許可書を交付
※農地以外（住宅や駐車場など）に転用する場合は県
　知事許可（翌月20日頃）。

【問】農業委員会　☎８３−６４０９

農地の売買や貸し借りは許可が必要です!
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期限内の納入をお願いします。

①介護保険料　　　　　　　　11期分

②後期高齢者医療保険料　　　８期分

③水道使用料　　　　　　　　２月分

④下水道使用料　　　　　　　２月分

【問】〈介護保険料・後期高齢者医療保険料〉

　　                   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ください。

●相談所開設日

▽日時＝２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

　平成26年12月６日から平成27年１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 15 0.05 ～ 0.06

村 田 小 学 校 ４ 0.04 ～ 0.05

村田第二小学校・沼辺児童館 ４ 0.03 ～ 0.06

村 田 第 一 中 学 校 ４ 0.05 ～ 0.06

村 田 第 二 中 学 校 ４ 0.05 ～ 0.06

村 田 幼 稚 園 ４ 0.06 ～ 0.07

沼 辺 幼 稚 園 ４ 0.05 ～ 0.06

村 田 保 育 所 ４ 0.06 ～ 0.06

村 田 児 童 館 ４ 0.06 ～ 0.06

　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 １ ０

給食
食材

村 田 保 育 所 4 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 1 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）をご覧下さい。

 【問】町民生活課　環境衛生班　☎８３−６４０１

放射線対策に関するお知らせ

平成27年２月の納税・保険料・使用料

　 守ろう！暮らしの安全・安心

村田町消防団長に髙山平八氏が就任しました

　佐々木皎喜前団長の退任

に伴い、12 月１日付で副

団長の髙
た か

山
や ま

平
へ い

八
は ち

氏が新団

長に就任しました。前任の

佐々木団長は、平成 18 年

12 月から８年間の長きに

わたり村田町消防団長とし

て、村田町の防火・防災の

中核を担い、町民の安全・安心のためにご尽力さ

れました。

大河原警察署より感謝状

　１月 14 日、大河原警察署において、感謝状贈

呈式が行われました。

　贈呈式では、平成 26 年中に警察活動に積極的

に協力し、また、警察運営に多大な貢献をされた

功績が認められた方々が表彰され、村田町からは、

次の個人並びに団体が表彰されました。（敬称略）

【個人】

　赤間　好郎　　伊藤貴美夫　　大宮　重雄　

　尾本　三雄　　小室　　正　　齋藤　繁子

　丹羽　貴道

【団体】

　村田町防犯実働隊

今月の行政相談
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●家族支援を考える　講演会
　〜家族相談からみえてきたもの〜
▼日時＝２月10日（火）午後１時30分〜3時30
分
▼場所＝角田市総合福祉センター　多目的ホール
▼内容＝家族の誰かが精神疾患にかかった時、家

族は孤軍奮闘します。そんな家族が置かれてい
る現状を理解し、家族が求めている支援を考え
ていきます。

【問】保健センター　☎８３−２３１２

●えずこホール　イベント情報
AZ9ジュニア・アクターズ第22回公演
『サクラファイター 999（スリーナイン）一目千
本桜伝説』
▼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
60歳からの楽しいクラブ活動
▼日時＝２月 19 日 ( 木 ) 〜 20 日 ( 金 )
　　　　午後２時〜
　　　　２月 21 日 ( 土 ) 〜 22 日 ( 日 )
　　　　午前 10 時〜
▼対象＝ 60 歳以上の方ならどなたでも
▼内容＝楽しく演劇のイロハを体験しながら、参加

者と協働して短い演劇作品を作ります。
えずこキッズクラブのえずっこひろば
▼日時＝２月 18 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＝２月１日（日）・８日（日）・15日（日）・22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

●公共職業訓練受講生募集
　早期再就職に向けた職業訓練（６か月）を実施
しております。
※多賀城実習場で平成 27 年３月より職業訓練を
　再開いたします。
▼募集訓練科名（定員）
　＜多賀城実習場＞

電気設備科（15）、電気・情報通信工事科（15）、
ビ ル 設 備 サ ー ビ ス 科（18）、 建 築 リ フ ォ ー
ム・コーディネート科（15）、住宅建築工事科

（15）、生産情報ネットワーク技術科（26）、建
築 CAD サービス科（36）

▼訓練期間（６か月）
　３月 27 日（金）〜９月 28 日（月）
▼受講料＝無料（テキスト代等は自己負担）
▼募集期間＝２月 13 日（金）まで

居住地を管轄するハローワーク（公共職業安定
所）を通じ申し込みください。　

☆新規　民間教育機関委託訓練募集☆
　“Web アプリケーション開発科”
　（３月 19 日開講　６か月訓練）
▼受講場所＝東北電子専門学校　▼定員＝ 20 名
▼受講料＝無料（訓練で使用するテキスト代は自己負担）
　詳しくはポリテクセンター HP をご覧ください。

【問】ポリテクセンター宮城　訓練課
多賀城実習場 ☎０２２−３６２−２４５４
名 取 実 習 場 ☎０２２−７８４−２８２０

第 2 回中核病院オープンホスピタルを開催します
　みやぎ県南中核病院では、昨年ご好評を頂
きましたオープンホスピタルを今年も開催し
ます。昨年に引き続き医療講演やこども医療
体験等様々なイベントに加えて、今年は各構
成市町キャラクターたちも参加する予定で
す。詳細については病院ホームページをご覧
ください。どうぞご家族ご友人お誘い合わせ
の上、ご参加ください。
▼日時＝３月 14 日（土）

午後１時〜１時 45 分　医療講演
午後２時〜５時　　　各種イベント

※こども医療体験は人数制限があるため、電
話での事前予約制となります。

※構成市町のキャラクターは、午後２時の開
会式終了後 15 分〜 20 分のみの参加とな
ります。

▼場所＝みやぎ県南中核病院
【問】 みやぎ県南中核病院 総務課
　　（平日、午前8時30分から午後5時まで）
　　☎５１−５５００（代）
　　病院ホームページ
　　http://www.southmiyagi-mc.jp

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
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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＝２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＝２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＝２月12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＝２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

●自動車の登録・検査の手続きはお早めに !
　毎年３月は、自動車の登録、名義変更、廃車な
どの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑し
ます。
　この時期に登録・検査等の手続きを予定してい
る方は、できるだけ早めの申請をお願いします。

【問】東北運輸局宮城運輸支局
　　　☎０５０−５５４０−２０１１（登録関係）
　　　☎０２２−２３５−２５１７（検査関係）
　　　軽自動車検査協会宮城主管事務所
　　　☎０５０−３８１６−１８３０

●大河原税務署からのお知らせ
①確定申告期間中の工事について
　確定申告期間
中、大河原税務
署近辺の橋（末
広橋）が工事中
のため、周辺道
路の渋滞が予想
されます。　そ
のため、署内駐
車場への入場は
例年以上にお待
ちいただくこと
になると思われます。
　公共交通機関をご利用いただくか、尾形橋下の河
川敷に用意しました臨時駐車場をご利用ください。
②確定申告書の写しが必要な方へ
　確定申告書の写しの請求（保有個人情報の開示
請求）は即日交付が出来ませんのでご注意くださ
い。交付までは１週間程度要します。
　詳しくはお問い合わせください。

【問】大河原税務署　☎５２−２２０２

2

83-2111 83-5740



 　国民年金には、保険料を一定期間分前納する

と割引される「前納制度」があります。

【前納の種類】

種　　類 納　付　期　間

2年前納 27・28年度分

1 年前納 27年度分

6か月前納 4〜9月分または10月〜翌3月分

当月払い 当月分

【割引額のめやす】

　前納割引額は年度ごとに異なります。掲載の

ものは平成26年度分の前納割引額を元にした目

安額です。正式な額は2月末に告示されます。

種　類 納付書 口座振替

2 年前納 − 14,800 円

1 年前納 3,250 円 3,840 円

6 か月前納 740 円 1,040 円

当月払い − 50 円

　なお、クレジットカード払いによる前納割引

額は、納付書払いと同額になります。

【前納を申し込むには】

　1年・2年前納と前期6か月前納（27年4月〜9

月分）の新規申込み受付は2月27日（金）まで

です。希望する方は、直接金融機関窓口で手続

きしてください。なお、申込み用紙は金融機関

のほか役場・年金事務所にもあります。

【クレジットカード払いをご利用の方へ】

　有効期限を迎えるクレジットカードの更新時

には、改めて手続きが必要なケースがあります

のでご注意ください。詳しくは年金事務所、ま

たはご利用のカード会社にお問い合わせくださ

い。

　平成26年10月1日から12月31日までの間に、は

じめて国民年金保険料を納付された方への社会保

険料（国民年金保険料）控除証明書は1月30日よ

り順次送付されます。

 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１

　　町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１ 

　　ねんきんダイヤル　☎０５７０−０５−１１６５

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

前納制度をご利用ください

　国民生活センターでは、毎年「消費者問題に関する

10大項目」（消費者問題として社会的注目を集めたも

のや消費生活相談が多く寄せられたものなど）を選定

し、公表しています。2014年分は、12月18日に公表さ

れました。

　高齢者の消費者被害は依然と多く、認知症等の被

害者も目立っています。

　2014年11月末までの相談件数は、80万1707件で契

約当事者が65歳以上の相談件数は21万8080件と全

体の27.2％を占めていました。

＜事例＞認知症の父が、自宅を訪問してきた複数の

業者に自宅の屋根工事や庭工事等10件以上の契約

を次々 させられ約600万円を支払っていた。ほとんど

が必要のない工事であり、書面に虚偽の住所が記載

されていて、所在の分からない業者もあった。父に契

約の詳細を確認しても、ほとんど覚えていない。

　若者の消費者被害では、インターネットで簡単に取

引が始められる、バイナリーオプション（※）取引等

の投資関連トラブルが急伸しています。

　2013年の相談件数7件に対して、2014年では990件

で20歳代の契約当事者が全体の約半数を占めるなど

の特徴がみられます。

（※）１通貨を売買して為替差益を得るＦＸ（外国為

替証拠金取引）の一種。

＜事例＞投資関係のブログで、バイナリーオプション

の書き込みを見た。短期間で利益が出るようだったの

で、業者のサイトに自分の口座を作り、クレジット決済

で8万円を入金。その後5〜6回取引をし、プレゼント

でついたポイントを合わせると口座残高が約10万円と

なった。しかし、その業者が無登録業者であるという

情報をネットで見つけ不信感を抱き、最初に入金した8

万円の引き出しを業者に申し込んだが、お金が戻って

こないまま、連絡が取れなくなった。

★詐欺はオレオレ詐欺だけではありません!

 「必ず儲かる」詐欺にご注意を!!

○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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2014年の「消費者問題」が公表されました

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?

社会保険料控除証明書が送付されます
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町 のようす 平成26年12月末日現在

人口････ 11,637人（－16人）
男････  5,787人（－10人）

女････  5,850人（ －6人）

転入･･  16人 転出･･ 22人
出生･･    7人 死亡･･ 17人

世帯数･･･   3,909戸（±0戸）

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

2月の献立

はい・チーズにぎり
　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　はい・チーズにぎり

　　　　　村田小学校３年　根元　愛
あい

末
み

ちゃん

▼一人分の材料

ごはん150ｇ　ハム１枚　とうもろこし（みらい）20ｇ

枝豆５粒　しらす10ｇ　玉ねぎ1/8個

白ごま小さじ1/2　かつお節1ｇ　溶けるチーズ１枚

しょうゆ大さじ1/2　ごま油小さじ1/2　青のり少々

▼作り方

①玉ねぎとハムを大きめのみじん切にします。みら

いと枝豆はボイルして、粒をとります。前日に準

備しておくと良いです。

②フライパンにごま油を入れ、玉ねぎとしらすを炒

めます。

③温かいごはんに②とハム、みらい、枝豆、しろごま、

かつお節、しょうゆを加え、良く混ぜ合わせます。

④③を４等分にして、おにぎりを作ります。

⑤溶けるチーズを２等分にして、④のおにぎりの上

にのせて、オーブントースターで５分焼きます。

⑥焼きあがったら、青のりをかけて出来上がりです。

※しらす、白ごま、チーズでカルシウムがたくさん

摂れます。

  献立のエネルギーは389キロカロリー

　　　　　　　　　　たんぱく質14.6ｇ　塩分2.2ｇ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

長
おさ

田
だ

　幸
ゆき

奈
な

ちゃん （和夫・智里） 寄　井

小
お

山
やま

　　  真
しん

くん（吉光・志保） 沼　田

鈴
すず

木
き

　　麗
うらら

ちゃん （将太・五月） 千　塚

可
か

沼
ぬま

　陽
ひ ま り

茉里ちゃん（洋一・智美） 千　塚

喜び  と 悲しみ

【お詫びと訂正】

　１月号に掲載しました「おくやみ申し上げます」

記事内に誤りがありました。訂正してお詫びいた

します。（敬称略）

【正】櫻井　一男（64）本　人　沼辺南

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

小林いつよ （90） 守　男 菅生下
佐藤今朝雄 （87） 今朝五郎 荒　町
伊藤　長助 （88） 本　人 千　塚
森　　國雄 （74） 本　人 関　場
岩間　兵吉 （95） 祐　一 小泉西町
鴇田　保宏 （60） 保　夫 小泉西町
寛野　秀幸 （80） 邦　夫 本　町
津田　勝逸 （88） 本　人 寄　井
大學　伸一 （61） 本　人 寄　井
佐藤　慎也 （1） 千　吉 小泉西町
大沼　重喜 （89） 本　人 本　郷
清水　榮治 （71） 光　代 寄　井
草川　侑子 （82） 昭　洋 本　町
菊地ミノル （93） 志　朗 本　町
岩間榮次郎 （80） 本　人 小泉東
佐藤　　世 （80） 芳　美 足立東
水戸　秋保 （85） 芳　弘 沼辺南
関　　　長 （77） 良　子 沼辺南
大沼　覺治 （88） 敏　明 小泉中
佐藤　　清 （93） 博 沼　田
岩間素美子 （80） 喜　市 内　町
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2 如　月如　月
月 カレンダー町 民

2月は　　日です。2月は　　日です。151515

日 曜 2 月 1 日～ 2 月 28 日

2/1 日

2 月

3 火 食生活相談・健康相談（13:00 ～ 15:00 ／要予約）保健センター

4 水
２歳６か月児歯科健診（12:15 ～ 12:30 ／ H24.6・7 月生）保健センター

生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

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 建国記念の日

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水

１歳お誕生相談（9:00 ～ 9:15 ／ H26.2・3 月生）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

19 木

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 ／ H23.8・9 月生）保健センター

４か月児健診（13:30 ～ 13:45 ／ H26.10 月生）保健センター

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 生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

26 木

27 金 ＢＣＧ予防接種（9:00 ～ 9:30 ／ H26.8.1 ～ 10.31 生）保健センター

28 土

3/1 日

2 月

3 火 食生活相談・健康相談（13:00 ～ 15:00 ／要予約）保健センター

4 水
すくすく離乳食教室（9:00 ～ 9:15 ／ H26.8・9 月生）保健センター

生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

5 木

休日当番医

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

内科 さくら小児科医院 （大河原） ☎51-5355
外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500
歯科 おたべ歯科クリニック （柴　田） ☎56-1853
調剤 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

仙台調剤大河原西店 （大河原） ☎51-4011

内科 村川医院 （柴　田） ☎54-2316
外科 大沼胃腸科外科婦人科 （柴　田） ☎56-1441
歯科 後藤歯科医院 （大河原） ☎52-2533
調剤 もみの木薬局 （柴　田） ☎54-3837

かみまち薬局 （柴　田） ☎58-7380

内科 村田内科クリニック （村　田） ☎83-6061
外科 乾医院 （柴　田） ☎56-1451
歯科 川口歯科医院 （柴　田） ☎55-5493
調剤 やすらぎ調剤薬局 （村　田） ☎83-6890

柴田薬局 （柴　田） ☎56-3715

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 菊池歯科医院 （柴　田） ☎57-2950
調剤 アイン薬局村田店 （村　田） ☎82-1682

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
外科 船岡今野病院 （柴　田） ☎54-1034
歯科 大河原歯科医院 （大河原） ☎52-2250
調剤 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

すずらん薬局 （柴　田） ☎57-1322

内科 玉渕医院 （柴　田） ☎56-1012
外科 宮上クリニック （柴　田） ☎55-4103
歯科 こや歯科医院 （柴　田） ☎54-5005
調剤 槻木中央薬局 （柴　田） ☎56-3169

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

2月 1 日（日曜日）

3月 1 日（日曜日）

 8 日（日曜日）

 11 日（水曜日・建国記念の日）

 15 日（日曜日）

 22 日（日曜日）


