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　国民健康保険加入者の方を対象に、生活習慣病

の予防や早期発見のため、人間ドックの助成を行

います。

　健康管理ために受診してみませんか。

▼対象者要件

①村田町国民健康保険に加入している方

②満 35 歳〜 64 歳の方（昭和 26 年４月２日〜

昭和 56 年４月１日生まれの方） 

③国民健康保険税を滞納していない方

④平成 26 年 4 月 1 日以降に入院していない方

⑤健診の結果、特定保健指導が必要と判断された場

合に、特定保健指導を受けることに同意する方

▼検査項目

　呼吸器系、循環器系、消化器系、糖尿病、腎尿

路系など

▼申し込み方法

　下記の受付期間内に申込票を提出してください。

その際に受診日の予約をします。

　・受付日時：４月 22 日　午前９時〜午後 4 時

　　　　　　　４月 23 日　午前９時〜正午

　・受付場所：村田町役場２階　会議室

　詳しくは広報むらた４月号と一緒に配布してい

る申込票をご確認ください。

【問】町民生活課　保険年金班

　 　 ☎８３−６４０１

　住所などに異動がある場合は、国民健康保険の

届出が必要です。忘れずに手続きをしてください。
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【問】町民生活課　保険年金班

　 　 ☎８３−６４０１

国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ

人間ドックを受けませんか？
～人間ドック助成を行います～

国民健康保険の手続きを忘れずに!



▼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

　理班へお問い合わせください。

▼申し込み期間

　４月１日（水）〜 14 日（火）

※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

※町ホームページでも入居資格等について、確

　認出来ます。

▼職務の内容

　自動車の運転及び一般事務（主に町長用務の自

動車運転、郵便物仕分け、資料の作成等）

▼勤務地＝村田町役場総務課

▼募集人員＝１名

▼年齢＝45歳までの方

▼申込期限＝４月15日（水）まで

※その他、条件等がありますので、詳しくは総務

課秘書人事班までお問い合わせください。

【問】総務課　秘書人事班　☎８３−２１１１

　２月 25 日、村田町明るい選挙推進協議会平成

27 年総会が開催され、村田町選挙管理委員会委

員長の髙橋光男氏より、下記の 63 名の方が村田

町明るい選挙推進委員に委嘱されました。任期は

平成 27 年３月１日から平成 29 年２月 28 日ま

でです。

　村田町明るい選挙推進協議会では、今後も『贈

らない、求めない、受け取らない』を目標に、明

るい選挙推進運動を実施していきます。

行政区 氏　　　名 　　（敬称略）

本　町 鈴木　　潔 髙橋　　馨 千葉　公子

荒　町 猪股　　健 佐藤　勝美 石田トヨ子

内　町 森　　義雄 山田　　勇 佐藤　安子

本　郷 草川　信男 村上　龍雄 佐山　純江

石　生 戸田　清吉 大平　浩史 安達富喜子

小泉西町 三浦　市壽 佐藤　　勝 髙橋　時子

小泉中 大沼　幸悦 岩間　啓悟 清野キクイ

小泉東 小泉　　伸 岩間喜一郎 岩間　すゑ

姥ヶ懐 鈴木左右助 渡邊　　浩 関場　光子

足立西 小室　　正 佐藤　幸藏 小山田文子

足立東 佐山　　健 髙山　　誠 村上　圭子

薄　木 阿部　眞也 佐藤　民夫 髙橋　芳子

寄　井 木村　勇造 木幡　正博 吉野　英子

千　塚 渡辺　安光 鈴木　　徹 渡辺せつ子

沼辺北 佐久間一郎 大内　隆雄 小島　秋子

沼辺南 岡﨑　秀夫 岡崎　貞吉 太田　洋子

関　場 髙橋　一雄 佐藤　富三 佐藤　豊子

沼　田 我妻　廣哉 新貝　隆一 遠藤　好子

菅生上 石垣　公雄 髙橋　克司 髙橋　裕子

菅生下 小林　　介 小林　彦作 大泉　榮子

北　向 佐藤喜一郎 佐藤善四郎 佐藤　誠子

【問】選挙管理委員会（総務課内）

　　　☎８３－２１１１
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明るい選挙推進委員が委嘱されました

村田町非常勤職員募集

町営住宅入居者募集



　こころの病気は目に見えないため、本人も周囲

の人も気づきにくい病気です。症状を知っている

ことが、もしもの時の対応に役立ちます。

●うつ病

不眠、食欲不振、涙もろさ、何も楽しめない状

態が続く

●躁
そ う

うつ病

非常に活動的な躁状態と、憂うつで無気力なう

つ状態をくり返す

●統合失調症

妄想・幻聴が主症状だが、意欲の低下や感情が

平坦になることもある

●強迫性障害

何度も手を洗う、戸締りの確認など、ひとつの

考えが頭から離れずくり返す

●適応障害

憂うつ感、不安感、涙もろさ、神経過敏、危険

な運転など様々な症状がおこる

●認知症

理解力・思考力が徐々に低下し、物忘れや被害

妄想がおこる

●パーソナリティー障害

物事の捉え方や考え方、対人関係の偏りなどか

ら問題がおこる

●発達障害

症状は幼少期から現れ、母親は育てにくさを感

じ、本人は生きにくさを感じる

●パニック障害

突然の動悸・めまい・発汗・手足の震えなど恐

怖を感じる程の発作がおこる

●ＰＴＳＤ

災害・事故・暴力などのショック体験がこころ

の傷となり、強い恐怖を感じる

●その他の精神科疾患

アルコール・薬物依存症、性同一性障害、てん

かん、睡眠障害、摂食障害など

※精神科やクリニックの通院医療費・薬代の自己

負担が 1 割になる制度があります。

『こころの健康相談』をご利用ください。

○精神科医が応じ、秘密は守られます（相談無料）

▼場所＝村田町保健センター

▼日程＝第 2 火曜日

▼申し込み＝保健センター保健師まで

【問】保健センター　☎８３－２３１２

▼日時＝４月17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

　村田町くらしの学習会では、会員を募集してい

ます。毎日の暮らしの中で分からないことや知り

たいことを学習したり解決するために、仲間と一

緒に活動してみませんか？

　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 17 日（金）

【問・申し込み】町民生活課　総合窓口班

☎８３－６４０１ 

△▼ こころの健康相談 ▼△
～こんなときはご相談下さい～
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元気が出る！こころとカラダのはなし

こころの病気を知っていますか?

生活保護の相談窓口

くらしの学習会では会員を募集しています

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　　対象：未就学児

日時＝４月14日（火）午前10時〜11時30分

場所＝沼辺地区公民館和室

内容＝製作「牛乳パックでキラキラ鯉
こい

バック」

※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。

○誕生会　　対象：未就学児

日時＝４月23日（木）午前10時15分〜11時

場所＝子育て支援センター

内容＝４月生まれのお子さんをお祝いする

会です。

※誕生児には手形をとって手作りカードを

プレゼントします。

申込締切＝４月20日（月）

※誕生児以外の方も集まって、みんなで一

緒にお祝いしましょう。

★町ホームページ「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



　

奨学生を募集します
　村田町育英会では、平成27年度の奨学生を募

集します。

▼募集人数＝若干名

▼応募資格＝村田町在住者の方で、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、中央公民館にあります。

▼奨学生の決定＝申込書類により奨学生の選考を

行い、採否の決定後、本人へ通知します。

▼応募受付期間＝４月６日（月）〜24日（金）

【問】教育総務課（中央公民館内）

　　☎８３−２０３７

就学援助制度について
　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、申請により学用品費や給食

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の世帯

・児童扶養手当の受給者

・国民年金掛金の免除

・国民健康保険の減免

・生活福祉資金の借入者

・個人事業税、固定資産税減免

・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）に分けて学校を

通じて支給します。

▼申請方法

　お子さんの通学している学校、または教育委員

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

　縦覧制度とは、固定資産税の納税者が他の土地

や家屋の価格を比較することによって、自己の土

地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるよう

にするための制度です。

　町では、下記により平成 27 年度固定資産縦覧

帳簿の縦覧を行います。

▼縦覧できる方

①土地又は家屋を所有する納税者

②納税者からの委任状を持参した方

▼必要書類

運転免許証などご本人であることを証明できる

もの

▼期間＝４月１日（水）〜６月１日（月）

（土・日曜日・祝日を除く）

▼時間＝午前９時〜午後５時

▼手数料＝無料

▼縦覧場所＝村田町役場税務課

【問】税務課　資産税班　☎８３−６４０３

▼閲覧できる方

①固定資産税納税者及び納税義務者

②納税者からの委任状を持参した方

③借地人、借家人（借地又は借家している土地・

家屋に限ります）

▼必要書類

運転免許証などご本人であることを証明できる

もの

▼期間＝随時（土・日曜日・祝日を除く）

▼時間＝午前９時〜午後５時

▼手数料

４月１日〜６月１日（縦覧帳簿の縦覧期間）は

無料です。これ以外の期間は１件 300 円です。

▼縦覧場所＝村田町役場税務課

【問】税務課　資産税班　☎８３−６４０３
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教育総務課からのお知らせ

平成27年度固定資産税課税台帳の
閲覧ができます

固定資産の縦覧制度について
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ジュニア・リーダー（マボック）会員募集!!
　ジュニア・リーダーは、子ども会活動のお手伝
いや、春・夏のキャンプなどで子どもたちを指導
する町内の中・高校生の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大歓迎！中学生・高校生な
らどなたでも入会できます。詳しくは学校などを
通じて配布するチラシをご覧ください。

【問】生涯学習課（中央公民館内）
　　☎８３−２０２３

むらたっ子応援団事業
「むらたっ子応援ボランティア」募集!!
　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
○本の読みきかせ　○図書整理　○環境整備　
○郷土芸能や町の歴史等の講師

※中学校の職場体験学習の受け入れにご協力いた
だける事業所様を募集中です。

【問】生涯学習課（中央公民館内）
　　☎８３−２０２３

村田町生涯学習リーダーズバンク登録者募集!!
　皆さまの多様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

一緒に活動してみませんか?
　　　　　　　　　村田町文化協会会員募集!!
　村田町文化協会では、民謡・歌謡・舞踊・華
道・書道・詩吟・合唱・バンド・手芸など、様々
なジャンルの団体が現在26団体（会員総数243
名）加盟し活動しています。
　みなさんも興味のある団体をみつけて、一緒に
楽しんでみませんか?
　また、文化協会に加盟希望の団体も募集してい
ます。詳しくは下記までお問い合わせください。

【問】文化協会事務局（中央公民館内）
　　☎８３−２０２３

スポーツ安全保険のお知らせ
　「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、今年度は

平成27年４月１日午前０時から平成28年３月
31日午後12時までになります。加入申込用紙
は、生涯学習課にあります。詳しくは下記まで
お問い合わせください。

【問】生涯学習課（中央公民館内）
　　☎８３−２０２３

村田町スポーツ少年団団員募集!!
　村田町の各スポーツ少年団では今年度の団員を
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。
　詳しくは各小学校を通じて配布するチラシをご
覧ください。

【問】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資金援助制度のお知らせ
　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）
　該当する大会は次のとおりです。
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）

　今年度分の助成は、平成28年３月31日まで申
請を受付けています。
　詳しくは下記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】生涯学習課（中央公民館内）
　　☎８３−２０２３

生涯学習課・公民館からのおしらせ
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企画展『端午の節句展～皐月に集う人形たち～』
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企画展「端

午の節句展〜皐月に集う人形たち〜」を開催いた

します。ぜひ皆さんでご覧ください。

▼会期＝４月25日（土）〜５月31日（日）

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室、研修室

▼観覧料＝無料

「小学生の学力を上げる秋田県式“勉強のルー

ル”」／菅原　敏　作／メイツ出版

　この本は、全国学力テス

ト６回連続１位の秋田県の

エッセンスを、ぜひ家庭教

育に取り入れて欲しいとい

う願いを込めて書かれた

ものです。学力が向上し

た３つの要因として「家庭

でよい生活習慣が保たれて

いる」「家庭学習の定着」

「家庭と教師の連携が良い」があげられ、当たり

前のようなことを地道に、丁寧に実践してきたと

いうものです。親子でできる「家庭学習ノート」

活用術などが掲載されており、４月から良いス

タートを切るための参考にできる一冊です。

●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）

●4月の休館日＝6日・13日・20日

　　　　　　　　※27日・30日は開館します。

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

今 月 の 歴 史 み ら い 館

住民が自ら知り・気づく
「村田蔵の町並み講演会・展覧会」で

みらいの村田を築く!

　村田みらい会が主催する「村田蔵の町並み

講演会・展覧会」が開催されます。講師に東

京藝術大学名誉教授の前野まさる氏、あとり

え横山代表の横山英子氏を招いて、みんなが

主役のまちづくりや重要伝統的建造物群保存

地区に選定された自分たちの町並みについ

て、自らが知り、気づく機会となります。あ

わせて、昨年10月に開催したNPO法人東京

を描く市民の会写生会の絵画や写真作品の展

覧会を開きます。どちらも無料でご参加いた

だけます。

【村田蔵の町並み講演会】

日時：４月 25 日（土）

　　　午後１時 30 分〜３時 30 分

場所：やましょう記念館醤油醸造場

【村田蔵の町並み展覧会】

期間：４月 25 日（土）〜５月 31 日（日）

場所：ヤマニ邸観光案内所

※４月 25 日のみ、やましょう記念館離れ

　座敷にて開催

【問】村田みらい会  ☎８３−２２４３

　　　　　　　　　（カフェ蔵人・山家）
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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

【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

　４月１日付けで、総務大臣より行政相談委員に

大内光夫氏が委嘱されました。

　行政相談は、国や独立行政法人、特殊法人（国立

大学、国立病院、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、お気軽にご相談ください。

●相談所開設日

▽日時＝４月 15 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】大内光夫さん

　大字沼辺字竹ノ内260　☎５２−６８２６

【問】総務課　総務班

　　　☎８３−２１１１

　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 ４ 0.04 ～ 0.05

村田第二小学校・沼辺児童館 ４ 0.03 ～ 0.04

村 田 第 一 中 学 校 ４ 0.04 ～ 0.06

村 田 第 二 中 学 校 ４ 0.06 ～ 0.06

村 田 幼 稚 園 ４ 0.06 ～ 0.06

沼 辺 幼 稚 園 ４ 0.05 ～ 0.05

村 田 保 育 所 ４ 0.06 ～ 0.06

村 田 児 童 館 ４ 0.06 ～ 0.06

　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 ５ ０

村田第一中学校 ８ ０

村田第二小学校
村田第二中学校 ８ ０

住民持込み農林産品等 ３ 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

放射線対策に関するお知らせ平成27年４月の納税・保険料・使用料

行政相談委員に大内光夫氏が委嘱されました
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●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10
▼日時＝５月 31 日（日）午後２時開演

　※入場無料

えずっこひろば
▼日時＝４月８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

フォレストトレッキング

▼内容＝蔵王野鳥の森の最深部まで歩き、ブナや 

　ミズナラなどの大木を観察します。

▼期日＝４月25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

▼持ち物＝お弁当

▼定員＝10名

※ことりはうす入館料は別途必要です。

森の案内

▼内容＝蔵王野鳥の森を気軽に散策しながら、季

節ごとの植物や野鳥を観察します。

▼期日＝４月５日（日）、12日（日）、19日（日）、26（日）

▼時間＝午前 10 時〜正午・午後１時〜３時

▼場所＝蔵王野鳥の森自然観察センター

▼参加費＝200円

▼定員＝20名

※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

●自衛隊船岡駐屯地創立記念行事

▼日時＝４月 12 日（日）午前９時〜午後４時

▼場所＝陸上自衛隊船岡駐屯地

▼内容＝記念式典、観閲行進、訓練展示、音楽演奏、

ボート・敷設車・ジープ・戦車の試乗、物産販

売など（戦車・敷設車試乗は当日整理券を配布）

※駐車場に限りがありますので、公共の交通機関

をご利用ください。当日は、ＪＲ船岡駅よりシャ

トルバスが運行します。

【問】陸上自衛隊船岡駐屯地　司令職務室

　　☎５５−２３０１（内線206〜208）　

●東北地区国立大学法人等オープンセミナー

　東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員

会では、国立大学法人などへの就職を考えている

方を対象に、オープンセミナーを開催します。

▼日時＝５月 31 日（日）

　　　　午後１時 30 分〜３時 30 分

▼場所＝東北大学（仙台市）

※参加に当たっては事前に、同委員会のホームペー

ジでの予約が必要です。また、別日程で東北の

他県でも開催します。

【問】東北地区国立大学法人等職員採用試験事務室

　　☎０２２−２１７−５６７６

　　ホームページ

　　http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shiken/

看護学生・看護師、助産師の皆さまへ

　看護部門の採用試験・病院説明会等を下記

の日程で開催いたします。

　説明会・インターンシップへ参加希望の方

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28年2月

※募集告示は採用試験の約 1 か月前となりま

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＝ 5 月 7 日（木）

▼インターンシップ＝ 7 月 29 日（水）

8 月 27 日（木）

※都合がつかない方には、病院見学を随時受

付しておりますのでご相談ください。

▼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：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 14 日（火）・28 日（火）

エイズ・クラミジア・梅毒検査：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14日（火）・28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＝４月16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 15 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

●仙台法務局からのお知らせ

　商業・法人登記事務の取扱庁変更について

　仙台法務局大河原支局の会社や法人の設立・役

員変更などの登記申請についての事務は、本年９

月 14 日（月）から仙台法務局法人登記部門で行

うこととなりました。

　なお、会社・法人についての登記事項証明書、

印鑑証明書、電子認証の発行事務及び印鑑届出、

印鑑カードの交付事務等は引き続き仙台法務局大

河原支局で行うことができます。詳細は、下記ま

でお問い合わせください。

【問】仙台法務局法人登記部門

　　　☎０２２−２２５−５７４８

　　　仙台法務局大河原支局　☎５２−６０５３

4

83-2111 83-5740



学生納付特例は年度ごとの申請が必要です

国民年金保険料変更のお知らせ

　平成27年度国民年金保険料は次のとおりです。

平成 27 年度国民年金保険料
（月額）

定額納付 15,590 円

定額＋付加 15,990 円

（一部納付の方）

１／ 4 納付   3,900 円

半額納付   7,800 円

３／４納付 11,690 円

　平成27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。

　ただし、全額免除または納付猶予の継続申請を

した方と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。

　なお現在一部納付に該当している方へは４〜６

月分の納付書のみ送付されます。

　学生納付特例は、満20歳となり国民年金第１号

被保険者になった学生の方の保険料納付が、最大

10年間猶予される制度です。

【昨年度中に学生特例の承認を受けていた方】

　日本年金機構から送付される「平成27年度学生

納付特例申請書」（ハガキ形式）に必要事項を記入

のうえ投函してください。

【今年度から新たに学生となった / 昨年度と異な

る学校（学部）に入学した方】

　学生証（コピー可）または在学証明証と年金手

帳、印鑑を持参のうえ、町民生活課窓口（支所・

出張所）で手続きをしてください。

【追納のおすすめ】

　学生納付特例が承認された期間の保険料は、10

年以内であれば古い期間から順に追納ができ、こ

れによって将来の老齢基礎年金を増やすことがで

きます。

　追納について詳しくは町民生活課、または年金

事務所窓口へご連絡ください。

 【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/ 

　ＮＴＴ東西が2月1日から光サービスの「卸売」を開

始しました。それに伴い、「卸売」の提供を受けた多く

の事業者から電話勧誘等による光サービスの営業活

動が予想されます。このサービスは、従来の工事等を

伴う光サービスの乗換えとは異なり、「転用」という簡

易な手続きによりサービスの乗換えが可能となるもの

です。

　事業者からの遠隔操作を用いたプロバイダ変更の

勧誘において、サービス内容の説明不足等が原因とな

り、トラブルが急増することも考えられますのでサー

ビスの乗換えには十分注意してください。

【事例１】「ネットが速くなるし、安くなる」と電話が

あり、いろいろな事を電話で一気に言われ、よく分か

らないまま遠隔操作でプロバイダの変更をしてしまっ

た。電話だけで契約になるとは思わなかった。家族に

反対されたのでやめたい。

【事例２】「Ａ社（大手電話会社）の○○です」と電話

がかかってきたので、現在、契約している大手電話会

社からだと思い、話を聞いた。料金が安くなると言わ

れ、「お客様は何もしなくても良いです」と言われたの

で、大手電話会社からのサービス変更のお知らせだと

思い、サービス変更をお願いした。遠隔操作で切り替

え作業をしてもらったが、メールアドレスが変わったこ

とや、契約先が大手電話会社ではなかったことが分

かったので、契約を元に戻したい。違約金と事務手続

手数料を支払いたくない。

◆契約前に書面の交付を求め、契約内容を完全に理

解しないまま電話口で承諾しない。

◆契約先を必ず確認する。

◆サービス内容を確認し、現在の利用料よりも何がい

くら安くなるのかしっかりと確認する。

◆従前のプロバイダ契約の解約によるデメリット等も

理解し、必要がなければ、きっぱりと断る。

☆虚偽の説明など、問題がある勧誘を受けた場合

は、取消ができる可能性もあります。

○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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「遠隔操作によるプロバイダ勧誘」にご注意!

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?
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町 のようす 平成27年2月末日現在

人口････ 11,628人（＋12人）
男････  5,781人（＋3人）

女････  5,847人（＋9人）

転入･･  28人 転出･･ 12人
出生･･   7人 死亡･･ 11人

世帯数･･･   3,920戸（+7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

4月の献立

村田の食材・モロヘイヤ納豆

　今月は朝ごはんレシピコンテスト（小学生の部）

において銅賞を受賞した作品をご紹介します。

●献立名　村田の食材・モロヘイヤ納豆

　　　　　村田小学校４年　佐山 結香ちゃん

▼一人分の材料

モロヘイヤ1/2束　納豆1/2パック

ベビーチーズ1と1/2個　めんつゆ大さじ1/2

▼作り方

①モロヘイヤの葉をゆでます。

②ゆでたモロヘイヤをみじん切にします。

③ベビーチーズを小さな角切にします。

④②と③と納豆をめんつゆで和えます

※チーズが入ると子どもの好きな味になります。

  献立のエネルギーは121キロカロリー

　　　　　　　　　たんぱく質8.4ｇ　　塩分0.2ｇ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

阿
あ

部
べ

　愛
あい

菜
な

ちゃん（真弥・真紀子）石　生

相
あい

原
はら

　光
ひか

里
り

ちゃん（健智・ひとみ）内　町

小
こ

泉
いずみ

　真
ま

人
ひと

くん （潤・裕美子） 小泉東

大
おお

沼
ぬま

　奏
そう

太
た

くん （広幸・絵美） 足立西

石
いし

川
かわ

　真
ま

詩
こと

ちゃん （和文・陽子） 千　塚

平
ひら

間
ま

　喜
き

子
こ

ちゃん（光太郎・ゆかり）本　町

板
いた

橋
ばし

　聖
せ な

心くん （武史・幸子） 本　郷

薄
うす

木
ぎ

　咲
さ

希
き

ちゃん（勝利・亜衣理）関　場

♥ 岡本　健志 （菅生下）
千葉　雪絵 （仙台市）

♥ 佐藤　洋之 （本　町）
玉手　襟香 （角田市）

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

大槻　靜壽 （81） 洋　寿 沼辺北
大久保千枝子 （81） 葊　信 菅生下
岩間　正一 （92） 正　信 荒　町
千葉ひさゑ （90） 孝　男 荒　町
髙橋　　勲 （83） 本　人 小泉中
佐藤　清子 （93） 忠 菅生上
伊藤　定雄 （80） 本　人 菅生上
大宮あさよ （89） 満　吉 小泉中



おしらせばん 12

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。191919

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

内科 しばた協同クリニック（柴　田） ☎57-2310
外科 毛利産婦人科医院 （柴　田） ☎55-3509
歯科 はせ歯科医院 （大河原） ☎52-1080
調剤 つばさ薬局船岡店 （柴　田） ☎58-1065

銀座薬局 （柴　田） ☎54-2201

内科 日下内科医院 （大河原） ☎52-1058
外科 かわち医院 （大河原） ☎52-3115
歯科 歯科ヒライ （柴　田） ☎55-4025
調剤 村上薬局 （大河原） ☎52-4275

大槻薬局東新町店 （大河原） ☎52-0885

内科 太田内科 （柴　田） ☎55-1702
外科 永沼整形外科 （柴　田） ☎54-2244
歯科 前田歯科医院 （村　田） ☎83-6480
調剤 船岡調剤薬局 （柴　田） ☎58-1189

ひまわり薬局 （柴　田） ☎87-8430

内科 安藤医院 （大河原） ☎52-1123
外科 庄司クリニック （大河原） ☎51-3741
歯科 スエヒロデンタルクリニック （大河原） ☎53-4390
調剤 関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

さとう調剤薬局 （大河原） ☎51-4431

内科 佐藤内科クリニック （柴　田） ☎54-3755
外科 さくらの杜診療所 （大河原） ☎51-4625
歯科 村上歯科医院 （大河原） ☎53-3563
調剤 調剤薬局船岡店 （柴　田） ☎55-2776

ペガサス薬局 （大河原） ☎87-6097

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 はせ歯科医院 （大河原） ☎52-1080
調剤 村田調剤薬局 （村　田） ☎83-5641

ひばり調剤薬局 （大河原） ☎52-8686

4月 5 日（日曜日）

5月 3 日（日曜日・憲法記念日）

 12 日（日曜日）

 19 日（日曜日）

 26 日（日曜日）

 29 日（水曜日・昭和の日）

日 曜 4 月 1 日～ 4 月 30 日

4/1 水 生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

2 木

3 金

4 土

5 日

6 月

7 火 食生活・健康相談（13：00 ～ 15：00　要予約）保健センター

8 水
生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

２歳６か月児歯科健康診査（12：15 ～ 12：30 ／Ｈ 24 年 8 月・9 月生）保健センター

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月 母子手帳交付（13：00 ～ 15：00）保健センター

14 火 こころの健康相談（9：30 ～ 11：30　要予約）保健センター

15 水

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

育児相談（9：00 ～ 10：00）保健センター

３歳６か月児健康診査（12：00 ～ 12：30 ／Ｈ 23 年 10 月・11 月生）保健センター

４か月児健康診査（13：30 ～ 13：45 ／Ｈ 26 年 12 月）保健センター

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 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

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月 母子手帳交付（13：00 ～ 15：00）保健センター

28 火

29 水 昭和の日

30 木

5/1 金


