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村田町プレミアム商品券発行事業
　町では、地元消費の拡大、地域経済の活性化に

資することを目的として、「村田町プレミアム商

品券発行事業（３割増商品券発行）」を行います。

　３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、ぜひご活用

ください。

▼発売日

６月 13 日（土）午前 10 時〜午後４時

　　14 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）

▼一般販売

　１口 10,000 円（1 枚 1,000 円× 13 枚）

　※購入はお一人様 3 口まで

▼予約販売

　予約受付票を忘れずにご持参ください。

▼使用期間＝６月 13 日（土）〜 12 月 12 日（土）

※販売と同時にアンケート用紙を配布しますので、

　ご協力をお願いします。

※６月 15 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】村田町商工会　　☎８３−２２６７

　　　地域産業推進課　☎８３−２１１３

　平成27年８月27日付けで任期満了となる村田町長選挙・村田町議会議員一般選挙の主な日程は、

次のとおりです。

▼告示日　８月４日（火）

▼投票日　８月９日（日）午前７時〜午後７時

　（ただし第７投票所（北向地区）のみ午後４時まで）

▼期日前投票・不在者投票

・期間＝８月５日（水）〜８日（土）

・時間＝午前８時30分〜午後８時

・場所＝村田町役場１階　選挙管理委員会室

（投票日に投票できない理由を所定の用紙に記入していただきます。印鑑不要）

▼開票日・開票場所＝８月９日（日）午後８時　村田町民体育館

▼立候補予定者説明会

　村田町長選挙及び村田町議会議員一般選挙の立候補予定者説明会を次のとおり合同で開催します。

・日時＝６月23日（火）午後２時　・場所＝中央公民館　大ホール

【問】選挙管理委員会（総務課内）　☎８３−２１１１

村田町長選挙・村田町議会議員一般選挙の選挙期日が
８月９日に決まりました

村田町長選挙・村田町議会議員一般選挙の選挙期日が
８月９日に決まりました



▼職種

①行政（上級・大学卒業程度）

②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

①②ともに　若干名

▼受験資格

①昭和 60 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 28 年３月 31 日まで

に卒業見込みの者

②昭和 60 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 28 年３月 31 日までに取得する見込みの者

③上記①②の資格を有し、次のいずれにも該当

しない者

（１）日本の国籍を有しない者

（２）成年被後見人または被保佐人

（準禁治産者を含む）

（３）禁固以上の刑に処せられ、その執行を終

わるまでの者またはその刑の執行猶予の

期間中の者その他その執行を受けること

ができなくなるまでの者

（４）村田町職員として懲戒免職の処分を受け、

当該処分の日から２年を経過しない者

（５）日本国憲法またはその下に成立した政府

を暴力で破壊することを主張する政党そ

の他の団体を結成し、またはこれに加入

した者

▼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（行政または保育士）」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。

▼申し込み先

〒 989-1392（住所記入不要）

村田町役場総務課　秘書人事班　あて

▼受付期間

　６月１日（月）〜 19 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 19 日（金）までに上記

の受験申し込み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 26 日（日）

仙台大学（柴田町）

〈第二次試験〉

９月上旬頃

※災害等により、試験開始時刻を変更または中止

する場合には、町のホームページ（新着更新情

報）にてお知らせします。

【問】総務課　秘書人事班

　　　☎８３－２１１１
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町営住宅入居者募集

▼入居募集住宅（１戸）＝新石生住宅９-５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、建設課へお問い合わせください。

▼申込期間＝６月１日（月）〜12日（金）

※申込者多数の場合は、抽選で入居予定者を決定します。

※町のホームページでも入居資格等について確認できます。

【問・申し込み】建設課　管理班　☎８３－６４０７

村田町職員採用試験を行います



　６月４〜 10 日は、歯と口の健康週間です。

　村田町では子どものむし歯保有率が高く、大人

では 40 代から歯を喪失する人が増えています。

生涯にわたり、豊かで質の高い生活を送るために、

歯と口腔の健康を保つことは大切です。子どもの

頃から歯と口腔の健康意識を高めることが重要と

なります。

　村田町では、平成 26 年度の歯科健診における

子どものむし歯保有率の状況は、１歳６か月児

健診で 7.5％、２歳６か月児健診で 15.4％、３歳

６か月児健診で 28.6％となっています。さらに、

４歳児は 24.1％、５歳児では 51.8％と年齢とと

もに、むし歯保有率が増加しています。

　歯みがき学習会 ( 幼稚園、保育所での歯みがき

指導 ) におけるアンケート結果によると、「大人

による仕上げみがき」を毎晩している保護者の割

合は、年長・年中児の平均で 69.6％となってい

ます。「仕上げ磨きをしない理由」には、「忙しい」

と「子どもが自分でみがく」が多くなっています

が、「子どもが上手に歯みがきできているか」と

いう問いについては、50 〜 60％の保護者が「思

わない」と答えています。

　子どものむし歯は、子ども自身だけで防ぐこと

ができません。大切な子どもの歯を大人が守って

いきましょう。

≪子どもの歯を守るために≫

○家族で歯みがきの習慣を身につけましょう。

○寝る前の仕上げみがきは、10 才頃まで毎日続

けましょう。

○おやつや甘い飲み物は量と時間を決め、食べた

後は歯みがきやぶくぶくうがいの習慣を身につ

けましょう。

○フッ化物などを積極的に利用しましょう。

○歯科健診で受診が必要なときには、すぐに歯科

医院を受診しましょう。

≪大人もむし歯や歯周病予防のために≫

○かかりつけの歯科医を持ち、定期的に歯科健診

を受けましょう。

○歯ぐきの腫れや出血、歯垢等を毎日観察し、異常

を感じたら早めに歯科医院を受診しましょう。

◆歯と口の健康週間柴田大会が６月６日 ( 土 ) 柴

田町で開催されます。フッ素塗布などが無料で

受けられます ( 要予約 )。ぜひ参加ください。

【問】保健センター　☎８３－２３１２

　お子さんからお年寄りまで楽しめる「歯と口に

関する健康コーナー」が盛りだくさんです。

ぜひ、お誘いのうえ参加ください。

▼日時＝６月６日（土）午後０時 45 分〜４時

▼場所＝柴田町保健センター（柴田町役場併設）

▼内容

①オープニングアトラクション＝樅
もみ

の木音頭

②開会式＝柴田町ゆるキャラの「はなみちゃん」

も出席します

③表彰＝ 8020 達成者の表彰

④お口の健康コーナー＝自分の歯の本数を知ろう

（歯科健診）、何でも歯科相談、顕微鏡での自分

の歯こうをみよう、フッ化物塗布（予約をされ

た方）

⑤歯科医院のお仕事体験＝白衣を着て記念撮影な

どできます（カメラ持参）

⑥健康づくりコーナー＝訪問歯科診療、お薬相談、

体組成（体脂肪や筋肉量等を計測できます）

※スタンプラリーでポイントを集めてプレゼント

がもらえます（お子さん限定）

▼主催＝柴田郡歯科医師会

　　　　柴田町、大河原町、村田町、川崎町

【問】柴田町健康推進課　☎５５－２１６０
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元気が出る！こころとカラダのはなし

子どもの歯を守ろう!むし歯予防について

歯と口の健康週間　柴田大会
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▼日時＝６月 19 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

　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所の異動届け

をしないで避難している方は、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 28 年３月 31 日まで

※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、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

　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（延べ床面積 200 平方メー

トル以下の場合）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。詳しい内容はお問い合

わせください。

▼募集件数＝４件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝６月１日（月）〜 30 日（火）

【問・申し込み】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

　 　 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

　 　 最大補助額　55 万円

▼募集件数＝１件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝６月１日（月）〜 30 日（火）

【問・申し込み】建設課　☎８３−６４０７

　町では、今年も消防団による消防演習を実施し

ます。

　消防団は、一朝有事の災害や火災時に迅速かつ

確実に行動できるよう訓練を行っておりますので、

団員一人一人の訓練成果を是非ご参観ください。

▼日時＝６月７日（日）

　　　　午前８時 30 分～正午

▼場所＝塩内公園グラウンド

▼内容＝消防団消防演習 ･ ポンプ操法・実地放水など

※当日は午前６時と午前 10 時 30 分頃にサイレ

ンを鳴らします。火災と間違わないでください。

【問】総務課　防災班　☎８３－２１１１

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〜

木造住宅耐震診断助成事業

生活保護の相談窓口 木造住宅耐震改修工事促進助成事業

消防演習を行います

▲昨年の消防演習
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　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、地域の皆さまのご協力をいただ

き、河川堤防の清掃と雑草刈り払いを実施してお

ります。

　今年も６月28日（日）午前５時より実施します

のでご協力をお願いします。

※雨天時は、７月５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

　６月１日から７日まで ｢

水道週間 ｣ です。

　私たちの生活に欠くこ

とのできない水道水。も

し水道がなくなったらど

うなるでしょうか？蛇口

をひねると水が使えるあ

りがたさ。この機会にも

う一度水道の重要性などについて、家族で話し

合ってみましょう !!

　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、安全で良質な水道水の安

定供給に努めています。これからも、水道に対す

るご理解とご協力をお願いします。

【問】水道事業所　☎８３−２８７０

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

　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、下記まで連絡ください。

◆こんな時は注意が必要です◆
①　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　    ③　　　　　　　　　   ④

①がけから急に水が湧き出す。　　②がけから小石などが落ちてくる。

③がけにひびわれができる。　　　④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　河川砂防第二班　☎５３−３９１６

水道週間のお知らせ!！

『カラカラで　蛇口に飛び込む　僕の口』
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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 19 日 ( 金 ) 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２７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、郵送による現況届の提出（郵送代利用者

負担）も可能ですので、ご利用ください。

　町のホームページにも案内・記入様式・記入例

を掲載していますので、ご覧ください。

▼対象者

　現在、児童手当を受給している方

ただし、５月に第一子が生まれた方、５月に村

田町へ転入した方等は対象から外れます。

▼日程・場所

期　　間 場　　所

会

場

受

付

6月16日(火)～18日(木)
①午前9時～

11時30分
②午後1時15分～

4時30分

[ 受付場所 ]

中央公民館

１階会議室

郵

送

受

付

6月1日(月)～19日(金)

[ 送付先 ]
〒 989-1392
村田町役場

子育て支援課
（住所記入不要）

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

チェック表でご確認ください。

なお、提出していただいた書類に不備等があっ

たときは、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があります。

郵送を利用する場合の費用は、各自ご負担願い

ます。郵送事故等の責任は負いかねます。ご了承

ください。

【問】子育て支援課　☎８３－６４０５

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

護委員が特設会場で相談に応じます。相談は無料

で、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。

▼日程・時間

・６月４日（木）角田駅コミュニティプラザ

　　　　　　　　午前10時～午後３時

・６月６日（土）白石市中央公民館

　　　　　　　　午前10時～午後３時

・６月10日（水）丸森まちづくりセンター

　　　　　　　　午前９時～正午

・６月12日（金）大河原町中央公民館

　　　　　　　　午前10時～午後３時

【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

児童手当現況届の提出について 「人権擁護委員の日」特設相談所開設について

　国税局や税務職員を名乗る者から電話があ

り、アンケートや年金受給調査と称して、年

齢や家族構成、年金の受給状況、預金残高や

口座情報などについて聞き出そうとする事例

が発生しています。

　このような電話は、詐欺事件につながる可

能性がありますので、ご注意ください。

　不審な点があるときは、即答を避け、最寄

りの税務署または警察署にお問い合わせくだ

さい。

※税務職員が納税者の皆さまに電話でお問い

合わせする場合は、提出していただいた申

告書等を基にその内容をご本人に確認する

ことを原則としております。

【問】大河原税務署　☎５２－２２０２

　　　国税庁ホームページ

　　　http://www.nta.go.jp

税務職員を装った不審な電話にご注意ください!
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子育て支援センター６月の予定

○わくわく移動広場　　対象：未就学児

日時＝６月９日(火)　午前９時30分〜11時

場所＝村田保育所

内容＝「保育所で遊ぼう」※申込不要

持ち物＝スリッパまたは上靴

※駐車は塩内公園駐車場をご利用ください。

○誕生会　　対象：６月生まれの未就学児

日時＝６月11日(木)　午前10時15分〜11時

場所＝子育て支援センター

内容＝今月お誕生日を迎えるお子さんをお祝い

する会で、手形をとって手作りカードを

プレゼントします。

申込方法＝６月５日（金）までに、子育て支援

センターへ申し込みください。

※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。

○おかあさんの広場　（託児有り）

日時＝６月18日(木)　午前10時15分〜11時

場所＝旧三小体育館

内容＝「ベリーダンスを楽しみましょう」

世界最古ダンスであるベリーダンスは、

体のパーツを別々に動かすのが特徴で、

コアマッスルが鍛えられます。

講師＝小関マリーナ先生

申込方法＝６月15日(月) までに、子育て支援セ

ンターへ申し込みください。

※子育てサポーターさんによる託児も行います

ので、ぜひ参加してリフレッシュしてみませ

んか？

○みんなの広場　対象：未就学児

日時＝６月20日(土)　

　　　午前10時30分〜11時30分

場所＝旧三小体育館

内容＝「おとうさんと遊ぼう」

親子ふれあい遊びや体操、サッカー体験

等を行います。

講師＝宮城県サッカー協会

持ち物＝上靴・タオル・飲み物

申込方法＝６月12日（金）までに、子育て支

援センターへ申し込みください。

○よちよち広場　　対象：３か月〜10か月の乳児

日時＝６月26日(金)　

　　　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、ミルク等水分補給用の飲

み物、汗拭き用のタオル

申込方法＝６月24日(水) までに、子育て支援セ

ンターへ申し込みください。

★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

子育て支援センターからのお知らせ

みやぎ県南中核病院からのお知らせ

外来ボランティアの募集
私たち職員と一緒に、患者さんが外来診療

を安心して受診していただくための活動で

す。お手伝いいただける方、ボランティア活

動に興味のある方、ご連絡お待ちしておりま

す。

▼活動内容＝ご来院の方の案内や車椅子の介

助、移動図書整理等

▼活動時間＝平日、午前 9 時～ 11 時のうち、

希望の曜日・時間で活動いただ

きます。

▼応募条件＝ 18 歳～ 70 歳までの心身とも

に健康な方

▼福利厚生＝エプロン支給、専用休憩室あり、

年 1 回の健康診断あり、ボラン

ティア保険加入

【問】みやぎ県南中核病院

　　　総務課　担当：関場

☎５１－５５００

（平日：午前 8 時 30 分～午後 5 時）
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第１回むらた庭木剪定講習会
▼日時＝７月１日（水）午前９時〜午後３時

　　　　７月２日（木）午前９時〜正午

▼会場＝村田第一中学校

▼対象＝庭木剪定の技能を高めたい方

▼申込方法＝今月号のおしらせばんと一緒に配布

されているチラシ（申込書）に記入し、中央公

民館まで申し込みください。

【問】生涯学習課（中央公民館内）

　　☎８３−２０２３

第13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 14 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 21 日（日）に延期となります。

【問】生涯学習課（中央公民館内）

　　☎８３−２０２３

第27回町ヘルシー大会
（兼管内ヘルシー大会予選会）

▼日時＝７月５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

菅生地区公民館長に馬場喬氏
久保田隆前館長の任期満了に伴い、４月１日付

けで馬場喬氏が新館長に就任しました。

馬場新館長の任期は、平成 29 年３月 31 日ま

でとなります。

前任の久保田館長は、平成 17 年４月から今年

３月までの 10 年にわたり、菅生地区の親睦と地

域の発展にご尽力いただきました。

【問】生涯学習課（中央公民館内）

　　☎８３−２０２３

平成27年度視聴覚教材センター各種講座が
開催されます

　視聴覚教材センターでは、パソコンやデジタル

カメラの操作、編集の仕方など今年度も様々な講

座を行います。また、職員がみなさんのところに

出向いて講習を行う出前講座も行います。

　講座の内容やお申込みなどについては、下記ま

で直接お問い合わせください。

【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

Kyouiku@az9.or.jp

生涯学習課・公民館からのおしらせ

▲昨年の講習会の様子
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企画展『なつかしのおもちゃ大集合 !! ～おもちゃ
がつなぐ今むかし～』を開催いたします !!
　おもちゃは時代により形式を変えながら、大人

から子どもまで幅広い年齢層で古くから愛用され

てきました。特に昭和の時代には、おもちゃ市場

も急速な拡大を見せ、さまざまな要因からおもち

ゃの「形」に大きな変化がもたらされました。

　今回、歴史みらい館では、このように大きな過

渡期を迎えた昭和の時代に流行したおもちゃを

中心に展示する企画展『なつかしのおもちゃ大集

合！！～おもちゃがつなぐ今むかし～』を開催い

たします。ぜひ皆さんでご覧ください。

▼会期＝ 6 月 20 日（土）～ 8 月 30 日（日）

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室

▼観覧料＝無料

「くまのプーさん心を見つめる言葉」／ウォルト・

ディズニー・ジャパン株式会社監修　／ＫＡＤＯ

ＫＡＷＡ　出版

　この本は、プーさん

と読む論語です。親し

みのある道徳思想書で、

孔子と孔子の弟子たち

の言葉をまとめた二十

編からなる言語録です。

孔子の人間的な温かい

心と孔子の怒りやユー

モアなども伝わってき

ます。何ごとに対して

も偏った見方をしない、

バランスのとれた思考をすることが大切だと述べ

られています。疲れが出てきた頃に読んでみると、

目の前が明るくなった気持ちになります。

●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＝ 1 日・8 日・15 日・22 日・29 日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

●平成27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 採用予定人数

警察官Ａ（大卒・卒見）

【男性】

一　　般 70 人程度

武　　道 5人程度

警察官Ａ（大卒・卒見）【女性】 15 人程度

警察官（サイバー捜査官） 3人程度

▼受付期間＝６月 19 日（金）まで

▼第１次試験＝７月 12 日（日）

職　　　　種 採用予定人数

警察官Ｂ（大卒以外）
【男性】 50 人程度

【女性】 10 人程度

▼受付期間＝７月 31 日（金）～８月 28 日（金）

▼第１次試験＝９月 20 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

●平成27年度　国家公務員採用試験
　申込方法等詳細はお問い合わせください。

▼職種

①一般職試験（高卒者試験）

②税務職員（高校卒業程度）

▼インターネット申込受付期間

６月 22 日（月）午前９時～７月１日（水）

　　　　　　　　　　　　　　　【受信有効】

▼第１次試験日＝９月６日（日）

【問】人事院東北事務局第二課試験係

　　 ☎０２２－２２１－２０２２

　　 http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

　　 仙台国税局人事第二課試験研修係（②のみ）

　　 ☎０２２－２６３－１１１１

　　 （内線３２３６）

●平成27年度　防衛省自衛隊　自衛官採用試験
　申込方法等詳細はお問い合わせください。

▼募集種目＝自衛官候補生（男子）

▼応募資格＝ 18 歳以上 27 歳未満の男子

　　　　　　（採用予定日月の１日現在）

▼受付＝年間を通じて行っております

▼試験日時＝受付時にお知らせします

【問】総務課　防災班　☎８３－２１１１

　　 自衛隊大河原地域事務所

　　 ☎５３－２１８５

今月の歴史みらい館 各種職員募集のお知らせ
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今年の10月から住民一人ひとりに
マイナンバーが通知されます!

　平成 25 年５月に公布された「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」に基づき実施される「社会保障・税番

号制度（マイナンバー制度）」についてお知らせ

します。

■マイナンバー制度とは？

　住民一人ひとりにマイナンバーを付番し、社会

保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にと

って利便性の高い公平・公正な社会を実現するた

めの制度です。

■マイナンバー（個人番号）とは？

　住民一人ひとりが持つ 12 桁の番号のことで、

社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適

切かつ効率的に管理するために活用されます。

■どうしてマイナンバーが必要なの？

　マイナンバーを活用することで、次の３つの効

果が期待できます。

①住民の利便性の向上

　年金や福祉などの申請手続きで書類の添付が

減り、手続きが簡素化されます。

②公平・公正な社会の実現

　年金などの社会保障を確実に給付するととも

に、適正・公平な課税が実現します。

③行政の効率化

　町などの各行政機関で作業の無駄が削減さ

れ、行政手続きが正確で早くなります。

■マイナンバーはいつ分かるの？

　今年の 10 月から、住民票を有する全ての方に、

一人ひとつのマイナンバーの通知が住民票の住所

に送付されます。

■マイナンバーが必要になるのはいつ？

　来年の１月から、法律で定められた社会保障、

税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要

になります。

①社会保障に関する手続き

　年金や雇用保険の資格取得や確認・給付、医

療保険の給付請求、福祉分野の給付、生活保護

など

②税に関する手続き

　税務当局に提出する確定申告書、届出書、調

書などに記載

③災害対策に関する手続き

　被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の

作成事務など

■民間事業者のみなさまもマイナンバーの取扱い

が必要になります !

　来年の１月から、法律で定められた健康保険や

厚生年金の手続きや源泉徴収の手続きなどで、従

業員などのマイナンバーを記載する必要がありま

す。

■法人には法人番号が通知されます !

　今年の 10 月から、法人には１法人１つの法人

番号（13 桁）が指定され、登記上の所在地に通

知されます。

　

【問】企画財政課　まちづくり推進班

　　　☎８３－２１１２

■マイナンバーに関する詳しい情報

マイナンバー  で  検索 

■お問合せ（コールセンター）

☎０５７０－２０－０１７８

平日 9 時 30 分～ 17 時 30 分

（土日祝日・年末年始を除く）

マイナンバー
広報用ロゴマーク
愛称「マイナちゃん」
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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】〈町県民税・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・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ください。

●相談所開設日

▽日時＝６月 17 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

　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 〜 0.06

村 田 小 学 校 4 0.04 〜 0.04

村田第二小学校・沼辺児童館 4 0.07 〜 0.10  

村 田 第 一 中 学 校 4 0.05 〜 0.05

村 田 第 二 中 学 校 4 0.06 〜 0.07  

村 田 幼 稚 園 4 0.05 〜 0.06

沼 辺 幼 稚 園 4 0.05 〜 0.06

村 田 保 育 所 4 0.06 〜 0.07

村 田 児 童 館 4 0.06 〜 0.08

　空間線量は、平成27年４月から各施設の敷地

内において、数値の高い場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 13 0

給食
食材

村 田 保 育 所 5 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 40 0

　個々の詳細な測定結果は、町のホームページ

（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

今月の行政相談

平成27年６月の納税・保険料・使用料

　 守ろう！暮らしの安全・安心
普通救命講習受講者募集

　突然、心臓や呼吸が止まってしまった人を

救命するためには、救急隊到着までの間に、

心肺蘇生法やＡＥＤによる電気ショックを実

施することが重要です。

　もしもの時に備え応急手当を身に付けまし

ょう。

▼日時＝６月 27 日（土）午前９時〜正午

▼場所＝大河原消防署　３階講堂

▼受講対象者＝仙南地域にお住まいの方、ま

たは勤務されている方

▼講習内容＝心肺蘇生法、AED 使用法、異物

除去、止血法（主に成人に対する方法）

▼募集人員＝約 20 名

▼申込期限＝６月 25 日（木）まで

▼受講料＝テキスト代として 141 円

（高校生以下無料）

▼その他＝実技が主体となりますので、動き

やすい服装でお越しください。

【問・申し込み】

　大河原消防署　村田出張所

　☎８３−２４０８
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●暴力団問題等無料出張相談所

　民事介入暴力担当弁護士や警察官等が、暴力団問

題等に関する困りごと相談に応じます。相談は無料

で秘密は厳守します。安心してご相談ください。

▼日時＝６月 24 日（水）午後 1 時〜 4 時

▼場所＝大河原町駅前コミュニティセンター

　　　　（オーガ）2 階研修室

▼相談員＝弁護士、警察官、相談委員

【問】（公財）宮城県暴力団追放推進センター

　　　☎０２２−２１５−５０５０

　　　宮城県警察本部　暴力団対策課

　　　☎０２２−２２２−８９３０

●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
えずこシアター第18回演劇公演「牡丹燈籠」
▼日時＝８月 29 日（土）午後２時 30 分開演

　　　　　　　　　　　　午後７時開演

　　　　　　30 日（日）午後２時 30 分開演

▼チケット（全席自由）

　一般 1,500 円 U-24 700 円（当日各 100 円増）

※６月 13 日チケット発売

※未就学児童入場不可

えずこウインド♪アンサンブル
第１７回チャリティコンサート
▼日時＝７月５日（日）午後２時開演

えずっこひろば
▼日時＝６月４日（木）　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

草木染体験

▼内容＝自然の草花でオリジナルのハンカチを染

めます

▼期日＝６月 20 日（土）

▼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＝ 300 円

▼定員＝ 20 名（要予約）

※ことりはうす入館料は別途必要です。

こどもハイキング

▼内容＝野鳥の森のフシギを探しながら歩きま

す。こども中心のハイキングです。

▼期日＝６月 28 日（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＝ 15 名（予約不要）

※ことりはうす入館料は別途必要です。

【問・申し込み】

　　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

●放送大学　10 月生募集

　放送大学では平成 27 年度第 2 学期（10 月入学）

の学生を募集しています。

　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。

　働きながら学んで大学を卒業したい、学びを楽し

みたいなど、様々な目的で幅広い世代、職業の方が

学んでいます。

　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

▼出願期間＝６月 15 日〜８月 31 日

【問】放送大学　宮城学習センター　

　　　☎０２２−２２４−０６５１

　　　http://www.ouj.ac.jp
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●エイズ・クラミジア・梅毒・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＝６月９日（火）・23 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。

【問・予約】

　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９日（火）・23 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。

【問・予約】

　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11日（木）・25日（木）　午後1時～3時

▼場所＝仙南保健所

【問・予約】

　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＝６月 17 日（水）午後１時〜３時

▼場所＝仙南保健所

【問・予約】

　仙南保健所　母子障害班　☎５３−３１３２

●全国一斉「子どもの人権 110 番」強化週間

　仙台法務局及び宮城県人権擁護委員連合会で

は、６月 22 日から 28 日までの７日間を全国一

斉「子どもの人権 110 番」強化週間と定め、時間

を延長して相談電話を開設します。

　学校における「いじめ・体罰」や家庭内における「児

童虐待」など、子どもをめぐる様々な人権問題につ

いて、人権擁護委員が電話相談に応じます。

▼開設日時

６月 22 日（月）〜 26 日（金）

午前８時 30 分〜午後７時

６月 27 日（土）〜 28 日（日）

午前 10 時〜午後５時

☎０１２０−００７−１１０（フリーダイヤル）

【問】仙台法務局人権擁護部

　　　☎０２２−２２５−５７４３
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国民年金付加年金制度について

　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、年金手続きもしなければな

りません。

【期間を空けず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への加入手続

きをします。

【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1ケ月以上期間が空くとき】

　町民生活課窓口で国民年金への加入手続きをし

ます。

　平成27年度の国民年金保険料は月額15,590円で

す。また、条件により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】

　退職した方の扶養(国民年金第３号被保険者)と

なっていた配偶者の方も、年金手続きが必要で

す。

　国民年金の定額保険料に付加保険料を加えて納め

ると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

　老齢・障害・遺族の各基礎年金額は、物価指数な

どの数値によって年1回年改定されますが、付加年

金には改定がありません。このため毎年決まった額

を受け取ることができます。

　このほか詳しくは下記へお問い合わせください。

付加年金

保険料 月額 400円

納付期間 申出のあった月の分から被保険者期間
終了まで。

受給額
付加保険料を納付した月数×200
＝受給額（年額）
例）納付期間10年の場合
　　120(月)×200＝24,000円

加入できる人
・国民年金第１号被保険者
・満65歳未満の国民年金任意加入者
※国民年金基金加入者は入れません。

 【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  ☎０５０−０５−１１６５

プリペイドカードは、最近広く販売されるようにな

っています。しかし、全国の消費生活センターには、

このプリペイドカードを不正に取得しようとする「詐欺

業者」とのトラブルの相談が複数寄せられるようにな

りました。

プリペイドカードには大きく分けて2つの種類があ

ります。1つは、プリペイドカードの価値が券面に記

載されているもの。2つ目は、プリペイドカードの価

値がカード自体ではなくプリペイドカード発行会社の

管理するサーバに記録される、いわゆる「サーバ型」

と呼ばれるものです。

最近寄せられるトラブルをみると、「業者に料金を

請求され、その支払手段としてサーバ型プリペイドカ

ードの購入を指示され、要求されるままにカードに記

載された番号等を伝えてしまった。だまされたと思う

ので返してほしい」といった相談のように、プリペイ

ドカードの購入を指示する手口が出てきています。

【事例】スマートフォンに有料サイトの料金を請求する

メールが届いたので心配になり、メールを送ってきた

業者に電話をした。すると業者から「約 50万円の未

納金がある。今日中に払わないと裁判にする」と言

われて怖くなった。そこで業者に言われた通りにコン

ビ二の端末で数千円のプリペイドカードを70 枚、約

50万円分買い、番号が分かるようにして業者にファ

ックスしてしまった。支払う必要があったのだろうか。

だまされたと思う。返金してほしい。

　その他、プリペイドカードの番号を電話で伝えた、

写真を撮ってメールで送った等の事例があります。

●カードに記載された番号を相手に伝えることは、

購入した価値を相手に全て渡したことと同じです。

後になって架空請求等によりだまされた事に気付い

ても、一旦相手に渡した価値を取り戻すことは非常

に困難になります。

○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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「プリペイドカード」の購入を指示する詐欺業者 !

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?

退職時には年金手続きをお忘れなく



　今月から、村田町保健推進員会の研修会や各種教
室等で実施したお勧め献立を掲載します。皆さん、
ご家庭でぜひお試しください。

▼一人分の材料
めかじき１切れ（80ｇ）　塩・こしょう少々　酒3ｇ
衣（粉チーズ1.5ｇ　卵13ｇ　塩少々）　小麦粉少々
ごま油少々　そら豆1さや

▼作り方
①めかじきは１口大に切り、塩・こしょう・酒をか

らめておく。
②衣の材料はボウルに合わせておく。
③小麦粉をビニール袋に入れ、水気を軽くふきとっ

た①を加え粉をまぶす。
④フライパンにごま油を熱し、③に②の衣につけて、

片面を弱火で焼く。表面の卵が固まってきたら、
さらに衣に通して裏面を焼き、これを衣がなくな
るまで何度か繰り返す。ふたをして１分ほど焼き、
中まで火を通す。途中、魚の脇にそら豆をさやつ
きのまま並べ蒸し焼きにする。

⑤めかじきを器に盛り、さやから出したそら豆を添
える。

※この献立は平成 25 年度保健推進員会研修会で実施
した献立です。そら豆がないときには、えんどう
豆などを使いましょう。

※めかじきはたんぱく質が多く、脂肪は少なめ、カ
リウムなどのミネラルが豊富な、食材としてとて
も優秀な魚のひとつです。

　同じかじきでも、めかじき・まかじき・くろかじ
きでは含まれる栄養素はそれぞれ異なり、風味も
違います。めかじきはドコサヘキサエン酸を多く
含みます。

　DHA（ドコサヘキサエン酸）は多価不飽和脂肪酸
の一種で、EPA ( エイコサペンタエン酸 ) と同様、
主に魚に含まれる必須脂肪酸の一つです。DHA は
血液中のコレステロールや中性脂肪を減らす働き
があり、脂質異常症や
動脈硬化の予防・改善
の効果が期待できま
す。 また、脳の神経
細胞の働きに関係し
ている脂肪酸である
とされ、脳の働きを活
発にする栄養素とし
ても知られています。
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町 のようす 平成27年4月末日現在

人口････ 11,612人（－3人）
男････ 　 5,778人（－6人）

女････ 　 5,834人（＋3人）

転入･･  41人 転出･･ 41人

出生･･    6人 死亡･･  9人

世帯数･･･ 3,941戸（＋6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

めかじきのジョン風

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

鈴
すず

木
き

　　桜
さくら

ちゃん （大知・沙織） 内　町

渡
わた

邊
なべ

かなたちゃん （伸幸・友里） 沼辺北

佐
さ

山
やま

　裕
ゆう

紀
き

くん （健・夢華） 本　町

大
おお

沼
ぬま

　里
さと

実
み

ちゃん （茂雄・実恵） 内　町

♥ 佐々木 康則 （足立西）
佐藤 　　薫 （蔵王町）

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

大島　育子 （75） 仁　平 本　郷
櫻井　　穰 （89） 康　浩 沼辺南
佐山ミツル （90） 義　葊 荒　町
佐藤　　豊 （64） 本　人 足立東
佐藤　明夫 （80） 德　雄 沼　田
小川　ちい （95） 本　人 本　町
荒井けさよ （84） 慶　司 内　町
大槻　あさ （86） 昭一郎 沼辺北

  献立のエネルギーは233キロカロリー

　　　　　　　　　　たんぱく質19ｇ　　塩分0.9ｇ
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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。212121

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 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460

外科 船岡今野病院 （柴　田） ☎54-1034

歯科 よしだ歯科医院 （柴　田） ☎57-1918

薬局 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

すずらん薬局 （柴　田） ☎57-1322

6月 7 日（日曜日）

内科 おおぬま小児科 （柴　田） ☎87-7561

外科 みやぎ県南中核病院 （大河原） ☎51-5500

歯科 飯淵歯科医院 （柴　田） ☎56-1026

薬局 こひつじ薬局 （柴　田） ☎86-4189

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

7月 5 日（日曜日）

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 和野歯科医院 （柴　田） ☎55-5126

薬局 槻木中央薬局 （柴　田） ☎56-3169

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

 14 日（日曜日）

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 あいはら歯科医院 （大河原） ☎53-8138

薬局 もみの木薬局 （柴　田） ☎54-3837

かみまち薬局 （柴　田） ☎58-7380

 21 日（日曜日）

内科 ふなばさま医院 （柴　田） ☎58-2220
外科 大河原整形外科クリニック（大河原） ☎51-1502
歯科 安藤歯科医院 （大河原） ☎53-2348
薬局 トミザワ薬局船迫店 （柴　田） ☎58-1211

ひばり調剤薬局 （大河原） ☎52-8686

 28 日（日曜日）

日 曜 6 月 1 日〜 6 月 30 日

6/1 月

2 火 食生活・健康相談（13:00 〜 15:00　要予約）保健センター

3 水
生活相談（13:00 〜 16:00）社会福祉協議会

２歳６か月児歯科健診（12:15 〜 12:30/H24 年 10･11 月生）保健センター

4 木

5 金

6 土

7 日 朝のひとはき運動

8 月 母子健康手帳交付（13:00 〜 15:00）保健センター

9 火 こころの健康相談（9:30 〜 11:30　要予約）保健センター

10 水 生活相談（13:00 〜 16:00）社会福祉協議会

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 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

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月 母子健康手帳交付（13:00 〜 15:00）保健センター

23 火

24 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 か月児健診（12:00 〜 12:30/H23 年 12 月・H24 年 1 月生）保健センター

４か月児健診（13:30 〜 13:45/H27 年 2 月生）保健センター

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

7/1 水
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/H26 年 12 月・H27 年 1 月生）保健センター

2 木

3 金


