
おしらせばん1

27 9 1 53

村田町長選挙・村田町議会議員一般選挙村田町長選挙・村田町議会議員一般選挙

　任期満了に伴う村田町長選挙及び村田町議会議員一般

選挙が８月４日に告示され、村田町長選挙には２名が立

候補し、町議会議員一般選挙には、定数 14 名に対し 15

名が立候補しました。

　両選挙とも投票は８月９日に行われ、即日開票の結果、

町長選挙では佐藤英雄氏が当選しました。

　任期は、平成 27 年８月 28 日から４年間になります。

（町議会議員一般選挙の結果については、次ページに掲載）

　選挙当日の有権者数は 9,639 人（男：4,765 人、女：

4,874 人）で、投票率は町長選挙 68.59％、町議会議員一

般選挙 68.57％で、いずれも前回（平成 23 年執行）を下

回る結果となりました。

開　票　結　果
村田町長選挙　佐藤　英雄氏　３選

候補者氏名 所属党派名 得票数（票）

当 佐藤　ひでお 無所属 4,913

髙橋　典久 無所属 1,490
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候補者氏名 所属党派名 得票数（票）

当 大沼　かつみ 無　所　属 981.633

当 さとう　洋治 無　所　属 648.683

当 大沼　よしたか 無　所　属 568.366

当 菊地　むつお 公　明　党 516

当 鈴木　やすひろ 無　所　属 440

当 渡辺　元道 無　所　属 435

当 遠藤　実 無　所　属 435

当 髙橋　まさる 日本共産党 373

当 よしの　敏明 無　所　属 368

当 村上　のぼる 無　所　属 362

当 大内　けい子 無　所　属 351

当 太田　はつみ 無　所　属 343

当 さとう　正隆 無　所　属 318.316

当 さいとう　万之亟 無　所　属 304

安達　まこと 無　所　属 42

※同数票の順位は届出順による

村 田 町 議 会 議 員 一 般 選 挙村 田 町 議 会 議 員 一 般 選 挙



　平成 26 年度の村田町特定健康診査（村田町国

民健康保険加入者）の受診状況は、対象 2,368

人のうち 1,096 人で受診率 46.3% となっており、

半数にも満たない状況です。特に、50 歳代の男

性と 40 歳代の男女の受診率が 20 〜 30% 代と比

較的若い世代の健診受診率が低く、町の健康課題

となっています。

　特定健康診査結果では 19.5% と約２割近くの

方がメタボ該当者となり、腹囲だけでなく、血圧、

血糖、血中脂質のいずれかが正常値を超えている

状況です。この状態を放置すると、高血圧症、糖

尿病、高脂血症となり、心筋梗塞や脳血管疾患な

どを引き起こす原因になります。

　生活習慣病と言われているこれらの状態を改善

するためには、食事のとり方や適度な運動、充分

な休息をとることなど、毎日の生活の見直しが大

切です。まずは健康診断を受け、自分の健康状態

を確認しましょう。そして必要な生活の見直しに

ついてはぜひ健康診断後の特定保健指導などにご

参加ください。

【メタボリックシンドローム判定基準】

▼該当者

　腹囲が男性 85 ㎝、女性 90 ㎝以上（腹囲がそ

れ以下でも BMI（体格指数）が 25Kg/ ㎡以上）で、

①〜③の 3 項目中 2 項目該当の方

▼予備群

　腹囲が男性 85 ㎝、女性 90 ㎝以上（腹囲がそ

れ以下でも BMI（体格指数）が 25Kg/ ㎡以上）で、

①〜③の 3 項目中１項目該当の方

①血圧：収縮期血圧 130mmHg 以上、または拡

張期血圧 85mmHg 以上、または薬剤治療を受け

ている場合

②血糖：空腹時血糖 110mg/dl 以上、またはヘ

モグロビン A1C6.0% 以上、または薬剤治療を受

けている場合

③血中脂質：中性脂肪　150 ㎎ /dl 以上、または

HDL コレステロール 40 ㎎ /dl 未満、または薬剤

治療を受けている場合

※保健センターでは毎月第１火曜日、午後 1 時か

ら３時まで食生活・健康相談を実施しています。

健康診断結果やその他健康について不安な事が

あれば、お気軽にご相談ください。

【問】保健センター　☎８３−２３１２

総合健診がいよいよ始まります !

〜毎年受けて健康状態をチェックしましょう〜

　９月１日（火）から 12 日（土）の期間中、各

地区公民館において総合健診を実施します。また、

特定健診と併せて「青年期健康診査」・「結核・肺

がん検診」・「骨粗鬆症検診」・「大腸がん検診」・「前

立腺がん検診」・「肝炎ウイルス検診」を行います。

　特定健康診査の結果により、メタボリックシン

ドロームのリスクがある方を対象に、保健師や管

理栄養士などの専門スタッフから、一人一人の健

康状態に合わせた特定保健指導を行います。

　自分の健康状態を把握するためにも、年に一回

は健診を受けましょう。

※日程や健康診査・各種検診の対象者、検査項目

等については、今月号のおしらせばんと併せて

配布する「総合健診のお知らせ」をご覧ください。

※協会けんぽ、健保組合、共済組合の被扶養者の

方及び国保組合の被保険者の方については、各

医療保険者から発行された「受診券」に集合Ａ

またはＢと記載されている場合には、各地区公

民館で特定健康診査を受診することができます。

各医療保険者が発行する「受診券」と「被保険

者証」及び各医療保険者で定める「一部負担金」

をご持参のうえ受診してください。

【問】保健センター　☎８３−２３１２

▼日時＝９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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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）
～生活習慣病の早期発見について～

生活保護の相談窓口



　診断料148,300円の内145,000円を助成します。

詳しい内容はお問い合わせください。

▼募集件数＝３件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝９月１日（火）〜 30 日（水）

【問・申し込み】建設課　☎８３−６４０７

▼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＝２件（申込多数の場合調整有）

▼申込期間＝９月１日（火）〜 30 日（水）

※詳しい内容はお問い合わせください。

【問・申し込み】建設課　☎８３−６４０７

10月１日に、５年に１度の国勢調査を
全国一斉に実施します !

　この調査は、日本の未来を考えるために欠くこ

とのできない重要な統計調査です。調査の結果は、

社会福祉、雇用対策、生活環境の整備、防災対策

など幅広い分野で利用され、私たちの暮らしのた

めに役立てられます。

＜全国でインターネット回答方式が導入されます ! ＞

　今年度から、パソコンやスマートフォンでの回

答も可能になります。９月中旬から調査員が各世

帯を訪問して、世帯ごとのＩＤとパスワードを配

布しますので、インターネットでの回答をお願い

します。

【インターネット回答のメリット】

①直接国に回答を送信できる

　インターネットで回答しない場合、後日調査員

が紙の調査票を配布・回収に伺いますが、インタ

ーネット回答の場合、調査員は伺いません。

②記入漏れがない

　紙の調査票での回答に記入漏れがあった場合、

後日町から照会の連絡が行く場合がありますが、

インターネットの場合記入漏れがないので、回答

が１回で済みます。

③インターネット回答は便利で簡単

　回答時間が短縮され、提出も簡単です。インタ

ーネット環境がある方は、ぜひご協力をお願いし

ます。

※インターネットでご回答されなかった場合は、

後日調査員が紙の調査票をお配りします。

＜調査のあらまし＞

▼調査期日＝平成 27 年 10 月１日（木）現在

▼調査の対象

　日本に住んでいるすべての人・世帯

▼主な調査項目

　男女の別、出生の年月、就業状況、従業地、住

居などの項目

【問】企画財政課　まちづくり推進班

　　　☎８３−２１１２

※詳しくは、総務省　平成 27 年国勢調査広報サ

イトをご覧ください。

　http://kokusei2015.stat.go.jp/

　消費税引き上げに際し、所得の低い方々と子育

て世帯への影響を緩和するため、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10月から順次支給されます。

　支給対象と思われる方には、８月24日を目途

に申請書等を郵送しておりますので、受付期間内

（９月１日〜12月１日）に手続きを済まされま

すようお願いします。

　詳しくは、８月に配布しています「お知らせし

ます 平成27年度 ２つの給付金」をご覧ください。

※平成27年６月分の児童手当を受給される公務

員の方は、児童手当を支給する所属長から子育

て世帯臨時特例給付金申請書（公務員用）が配

付されます。申請書をお持ちでない方は、職場

にお問い合わせください。

【問】

臨時福祉給付金窓口（健康福祉課）

☎８３−６４０２

子育て世帯臨時特例給付金窓口（子育て支援課）

☎８３−６４０５
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9月10日から調査員が全国すべての世帯を
訪問しますので、ご協力をお願いします!

木造住宅耐震診断助成事業

木造住宅耐震改修工事促進助成事業

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例
給付金のお知らせ
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▼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11月１日〜平成28年３月31日

③勤務日数＝週４日

④勤務時間＝午前８時30分〜午後５時15分

▼募集人員＝１名

▼申込対象要件

①年齢要件（平成27年４月１日現在）

　満20歳以上満40歳以下の方

②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、村田町役場菅生出張所まで申し込みく

ださい。指定の履歴書は町のホームページからダ

ウンロードできます。なお、提出された履歴書は

返却しませんのでご了承ください。

▼受付期間＝９月１日（火）〜18日（金）

▼採用方法

　応募された方の中から審査(面接または書類審

査等)を実施し採用者に対し連絡します。

【問・申し込み】

〒989-1301　村田町大字菅生字宮根59

村田町役場菅生出張所　☎８３−２３０１

▼職務内容

　自動車の運転手及び一般事務（主に町長用務の

自動車運転、郵便仕分け、資料の作成等）

▼勤務条件

①勤務場所＝村田町役場総務課

②雇用期間

　平成27年11月１日〜平成28年３月31日

③勤務時間＝午前８時30分〜午後５時15分

▼募集人員＝１名

▼申込対象要件

①年齢＝45歳までの方

②交通事故歴のない方

③パソコン（ワード・エクセル）のできる方

▼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、村田町役場総務課まで申し込みくださ

い。指定の履歴書は町のホームページからダウン

ロードできます。なお、提出された履歴書は返却

しませんのでご了承ください。

▼受付期間＝９月１日（火）〜15日（火）

▼採用方法

　採用は、面接及び書類選考により行いますが、試

験結果の内容によっては必ず採用者がいるとはか

ぎりません。

【問・申し込み】

〒989-1392 （住所記入不要）

村田町役場総務課　秘書人事班　☎８３−２３０１

◆保険証が更新されます

　現在お使いの国民健康保険証の有効期限が９月

30日で満了となります。

　更新後の保険証は、９月下旬頃に世帯ごとにま

とめて郵送で交付します。

　現在お使いの保険証は、10月になってから町

民生活課(沼辺支所、菅生出張所でも可)まで返還

してください。

◆加入・脱退の手続きが必要です

　村田町の国保に加入する時や脱退する時は、そ

れぞれ手続きが必要になります。

　自動的に切り替わらないため、加入の手続きを

しないと無保険状態になり、保険証が交付されま

せん。また、脱退の手続きをしないと保険証が交

付され、国保税の通知が届きます。

　下記の必要書類を持参し、忘れずに手続きをし

てください。

○加入する場合

　印鑑、健康保険資格喪失連絡票(会社で交付)

○脱退する場合

　印鑑、国保の保険証、社保等の保険証

◆国保税を納めずにいると

　特別な理由がないのに国保税を滞納したままに

していると、通常の保険証より有効期限の短い保

険証が交付されます。

　さらに滞納が続くと、保険証ではなく、資格証明

書が交付されます。資格証明書が交付されると、医

療費を一旦全額自己負担することになります。国保

税の納め忘れがないか確認してください。

【問】（保険関係）町民生活課　☎８３−６４０１

　　　（税金関係）税務課　　　☎８３−６４０３

村田町臨時職員募集

村田町非常勤職員募集

国民健康保険のお知らせ
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布袋まつり山車の引き手募集
　地元に残る伝統的なお祭り「布袋まつり」に「山

車の引き手」として参加してみませんか？ハッピや

鉢巻きに身を包み、元気いっぱい町を練り歩こう！

▼実施日＝ 10 月 11 日（日）（布袋まつり実施日）

▼集合・解散場所＝中央公民館

▼対象者＝町内小学校１〜６年生及びその保護者

▼申込方法・締め切り＝学校から配布されるチラ

シ（申込書）に記入し、学校または中央公民館へ

申し込みください。

※詳細は、配布されるチラシをご確認ください。

 【問】生涯学習課（中央公民館）　☎８３−２０２３

企画展『オオカミ現る―東北南部の狼信仰―』を
開催します !!

　福島県中部・宮城県・岩手県南部地域の狼信仰

は、大きく分けると三峯神社と山津見神社の二つ

です。今回の企画展では、ニホンオオカミの頭骨、

狼の図像が入った御札、狼を描いた絵馬や絵画、

木像、石像などから狼の信仰がどのようなもので

あったかを紹介します。

▼会期＝９月19日（土）〜11月15日（日）

▼場所＝歴史みらい館　企画展示室

▼観覧料＝無料

「ここ」／著　内田美智子、佐藤剛史／西日本新聞社

　この本は、内田美智

子 氏 が、 ニ ュ ー ス レ

ター「ひまわりばたけ」

（瓢饅亭）に連載して

きた「私の生教育パー

トⅡ」が基になり、子

どもへ、親へ、教育関

係者へ、あらゆるメッ

セージが込められてい

ます。性を大切にしよ

うと思えば、生が大切

になります。生を大切にすれば、食が大切になり

ます。生きることは、食べること、食べることは、

生きることです。「性」と「生」と「食」はつながっ

ていたのです。英国のロックバンド「クイーン」

の曲のタイトル（Ｉ　ｗａｓ　ｂｏｒｎ　ｔｏ　

ｌｏｖｅ　ｙｏｕ）私は、あなたを愛するために

生まれてきました。

　この言葉には、深い思いがあるようです。

古い写真を探しています
　歴史みらい館では、重伝建地区やその周辺で撮

影された写真を探しています。土蔵などの建物が

写っている写真、人物などの背景に町並みが入っ

ている写真、白鳥神社の御神輿や布袋祭の祭日の

風景など、主に大正時代から昭和 30 年代に撮影

された写真をお持ちの方は、歴史みらい館までお

知らせください。

●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）

○９月の休館日＝7日・14日・28日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

▲狼の図像が入った御札　旧山津見神社槻木遥拝所資料
　しばたの郷土館所蔵

▲大正時代の重伝建地区の風景
（大沼正五郎家・大沼庄治郎家付近）

今 月 の 歴 史 み ら い 館

生涯学習課・公民館からのおしらせ
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　町では、介護予防が必要な方を早期に発見し、

介護が必要な状態になることを未然に防ぐため

「基本チェックリスト」を行っています。

●「基本チェックリスト」とは ?

　自分の健康状態を再認識するための大切な検査

です。足腰等の筋力に関する運動器、食生活に関

する栄養、歯や口などに関する口腔機能などの質

問に「はい」「いいえ」で答えることで、心身の

健康状態がチェックできます。

●対象者は ?

　平成 27 年７月１日現在 65 歳以上で要介護・

要支援認定を受けていない方が対象となります。

●回答方法は ?

　「基本チェックリスト」が自宅に届きましたら

調査票に記入し、返信用の封筒に入れ、９月 12

日（土）までにポストへ投函するか９月１日（火）

から始まる総合健診会場に持参してください。

●回答後は ?

　期日まで回答いただいた方には、後日、「個人

結果アドバイス票」を送付し、それぞれの健康状

態にあったアドバイスや１１月下旬から始まる介

護予防教室などの案内をいたします。

●お願い

　「基本チェックリスト」は介護予防の「第一歩」

です。お元気な方でもご回答いただくとともに、

ご近所同士でお声かけくださいますようご協力お

願いします。

【問】健康福祉課　高齢福祉班

　　　☎８３−６４０２ 

▼入居募集住宅（２戸）

新石生住宅９−５号（簡耐２階建）

金谷住宅３− 21 号（中耐３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、お問い合

　わせください。

▼申込期間＝９月１日（火）〜 11 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 

　私達の日常生活や事業活動からは、毎日大量の

廃棄物が出されています。

　町では、４月から１１月までの毎月第１日曜日

に、朝のひとはき運動を実施していますが、その

際には道路や空き地などに、ポイ捨てされた空き

缶や空きビン等が目につきます。

　また、心ない人達によって、人目につきにくい

山間や河川に安易に捨てられるといったケースが

後を絶ちません。

　このようなルールを守らない行為は、私達の郷

土の自然や快適な生活環境を損なうことになりま

す。

　町では、県などと協力し、巡回パトロール等の

実施により、不法投棄の防止・早期発見に努めて

います。

　この美しいふるさとを次の世代に残すため、一

人一人がごみを減らすことに努めるとともに、自

らのごみについて責任を持ち、決められたルール

に従って処理するよう心がけ、村田町から不法投

棄を無くしましょう。

【問】 町民生活課　環境衛生班　

　 　 ☎８３−６４０１ 

介護予防のための「基本チェック
リスト」を実施します！

町営住宅入居者募集

９月は廃棄物不法投棄防止強化月間です

みやぎ村田町蔵の陶器市
ボランティア募集

　蔵の陶器市での会場の案内などのお手伝い

をしていただける方を募集しています。

▼活動内容＝窯元や展示品の紹介、会場内で

の案内等

▼期間＝ 10 月 16 日（金）〜 18 日（日）

▼募集締切＝ 10 月２日（金）

▼募集対象＝高校生以上の村田町民の方、村

田町で働いている方、村田町にゆかりのあ

る方

▼その他＝午前のみ・午後のみ等都合に合わ

せて時間調整します。

【問】ＮＰＯ法人　むらた蔵わらし

　　　☎０８０－６０２５－６６９１
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　現在、子ども医療費・心身障害者医療費の助成

を受けている方の受給資格は、平成２７年９月

30 日までとなっております。

　10 月１日以降の受給資格については、町で必

要な調査・審査後、受給資格があると確認された

方に受給者証を送付いたします。古い受給者証に

ついては、10 月１日以降に子育て支援課、健康

福祉課（沼辺支所、菅生出張所でも可）まで返還

してください。

　なお、受給者証が９月 30 日までお手元に届か

ない場合は、下記までお問い合わせください。

【子ども医療費】

　子どもの医療を確保するため、医療費の一部を

助成する制度です。

▼対象

　次のいずれかに該当する方（所得により制限が

あります。）

①村田町内に住所を有している子ども

②保護者が村田町内に住所を有している子ども

※この制度の子どもとは、平成 12 年４月２日以

降生まれ（中学 3 年生まで）の子どもです。

▼助成の範囲

　入院・外来における保険診療の自己負担額です。

ただし、国または地方公共団体・保険者等から医

療に関する給付がある場合は、その額を差し引い

た額が助成されます。

【心身障害者医療費】

　心身障害者の医療を確保するため、医療費の一

部を助成する制度です。

▼対象

　次のいずれかに該当する方（所得により制限が

あります。）

①特別児童扶養手当『１級』

②療育手帳『Ａ』または職親に委託されている方

のうち療育手帳『Ｂ』

③身体障害者手帳『１級』・『２級』及び『３級（心臓・

じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト

免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障

害を有する方に限る）』

▼助成の範囲

　入院・外来における保険診療の自己負担額です。

ただし、国または地方公共団体・保険者等から医

療に関する給付がある場合は、その額を差し引い

た額が助成されます

【問】

●子ども医療費に関すること

　子育て支援課　☎８３−６４０５

●心身障害者医療費に関すること

　健康福祉課　☎８３−６４０２

子育て支援センター９月の予定

○誕生会　　対象：９月生まれの未就学児

日時＝９月８日（火）　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＝９月７日（月）までに、子育て支援

センターへ申し込みください。

（電話可）

※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。

○みんなの広場　　対象：未就学児

①「親子で３B 体操」

日時＝９月 11 日（金）午前 10 時 15 分〜 11 時

場所＝旧三小体育館

講師＝日本３B 体操協会　公認指導者

持ち物＝水分補給用の飲み物

　　　　汗拭き用のタオル

申込方法＝９月９日（水）までに、子育て支援

センターへ申し込みください。

（電話可）

②「おはなし会」

日時＝９月 30 日（水）午前 10 時 15 分〜 11 時

場所＝子育て支援センター

※パネルシアターの会「そらまめ」の方々が熱

演してくださいますので、お誘い合わせの上、

ぜひおいでください。（申込不要）

○おかあさんの広場　　（託児有り）

日時＝９月 17 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」

講師＝小関マリーナ先生

申込方法＝９月 15 日（火）までに、子育て支

援センターへ申し込みください。

（電話可）

※子育てサポーターさんによる託児も行います

ので、参加してリフレッシュしてみません

か？

★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

子ども医療費・心身障害者医療費の
受給資格更新について

子育て支援センターからのお知らせ
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　町では、住民基本台帳（氏名、住所、生年月日、

性別等を登載した台帳）の閲覧制度に基づき、年

に１回閲覧者の氏名等を公表することとなってい

ます。平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31

日までの閲覧状況については、次のとおりです。

（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

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 26 年５月 23 日④平成

11 年４月２日から平成 12 年４月１日までの間

に生まれた男子、平成８年４月２日から平成９

年４月１日までの間に生まれた男女

▼個人又は法人の申出による閲覧

１．①㈱日本リサーチセンター（代表取締役社長 

鈴木 稲博）②国民意識に関するアンケート調

査③平成 26 年 12 月４日④小泉、菅生、関場

の満 20 歳以上の男女（平成７年１月 31 日生

まれまで）

２．①㈳中央調査社 ( 会長 西澤 豊 ) ②人生のあ

ゆみと格差に関する全国調査③平成 26 年 12

月４日④小泉字道端、村田字広畑・大槻下・末

広町・杉ノ内・西・町の満 20 歳以上 79 歳以

下の男女 ( 昭和 10 年１月１日〜平成６年 12 月

末日生まれ )

３．①㈳新情報センター ( 事務局長 平谷 伸次 )

②土地問題に関する国民の意識調査③平成 26

年 12 月９日④川畑・北ノ内・杉の内の 20 歳

以上の日本国籍を有する男女

【問】町民生活課　総合窓口班

　　　☎８３−６４０１

　ふきのとう村田では昨年に引き続き宮城大学の

学生と合同で村田フェスタを開催します。子ども

向けワークショップや輝再館の衣類を使ったファ

ッションショー、村田町の思いをつなぐ寄せ書き

プロジェクトのほか、飲食ブースもあり、大人か

ら子どもまで楽しめるイベントです。

　当日はゲストによる演奏会も企画していますの

で、ぜひお越しください。

▼日時＝９月 19 日（土）　午後３時〜８時

▼場所＝輝再館（旧村田第三小学校）

※雨天の場合は、旧村田第三小学校体育館

【問】みんなで楽しむ村田フェスタ実行委員会　

　　　☎８３−５７４３

　　　E-mail：fukinoto@harakara.jp

●東北大学　東北メディカル・メガバンク機構

　からのお知らせ
　本機構が妊婦とその家族を対象に行っている三世

代コホート調査への参加者が3万人を超えました。

（平成27年6月30日現在妊婦：1万2千人、家族1万

8千人）

　参加者のうち、村田町の妊婦65人中39名を対象

に分析を行った結果、妊娠判明後も喫煙している妊

婦が2.6％、奥さんの妊娠判明後も喫煙をしている

旦那さんが46.2%であることがわかりました。妊娠

中の喫煙はお子さんだけでなく将来誕生されるお孫

さんにも影響がある可能性が報告されていますの

で、禁煙外来やご家族のサポートを得ながら、禁煙

を心がけましょう。なお、個人の体質・遺伝子を考

慮した未来の医療の開発にはさらに沢山の方々のご

協力が必要です。引き続き皆さまのご協力をお待ち

しております。

※東北メディカル・メガバンク機構は、東日本大震

災の復興と最先端医科学の振興を目的として設

立されました。

※三世代コホート調査とは、東日本大震災後、被災

地を中心とした宮城県・岩手県内に住民票があ

る妊婦さんとご家族、これから生まれてくるお

子さんの健康支援に取り組みながら、新しい予

防・治療法の開発ために行う健康調査です。

【問】三世代コホート室

　　☎０２２−７１８−５１６２

住民基本台帳閲覧状況を公開します

村田フェスタを開催します!

がん患者・家族サロン「ひだまり」のご案内

　患者さん・ご家族の方同士で語り合い、病

気の治療のことについての思いや考え、情報

を共有する場です。病院スタッフによるミニ

講話も予定しております。がん患者さんやそ

のご家族のどなたでもご参加いただけますの

で、お気軽にご参加ください。

▼開催日＝9月17日（木）、11月17日（火）

　　　　　平成28年1月19日（火）、3月15日（火）

▼時間＝午後２時 30 分〜４時

▼場所＝みやぎ県南中核病院　２階食堂

▼参加費＝無料

【問】 みやぎ県南中核病院 がん診療相談支援室

　　担当：高橋、佐藤、菊地

　　☎５１−５５００

　　（平日、午前8時30分から午後5時まで）

※当日参加も歓迎ですが、準備の都合、前日

　までの申し込みをお願いします。

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
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　マイナンバー制度については、平成 27 年６月

号（No.50）の広報むらたおしらせばんよりお知

らせをしておりましたが、10 月以降住民一人ひ

とりに異なる 12 桁のマイナンバー（個人番号）

が順次通知されます。

■ 10 月以降通知カードによりマイナンバーが順次

　通知されます !

　通知カードは、紙製のカードで、住民一人ひと

りにマイナンバーをお知らせするものです。

　券面には、住民票に登録されている氏名、住所、

生年月日、性別とマイナンバー等が記載されてい

ます。

　お届けは 10 月以降に順次開始され、住民票の

住所に簡易書留（世帯主宛）で届きます。

　なお、住民票の住所と異なるところにお住いの

方は、通知カードを受け取ることができない可能

性がありますので、住民票の住所の確認をお願い

いたします。

［送付物の内容］

①通知カード（世帯人数分）

②個人番号カード交付申請書（世帯人数分）

③ご案内（１通につき１部）

④個人番号カード交付申請書の送付用封筒（１通

　につき１部）

［通知カードの利用用途］

　役場等の行政機関の窓口等で、マイナンバーの

提示を求められた際に利用可能です。

　ただし、通知カードだけでは本人確認が行えな

いため、通知カードと併せて運転免許証等の書類

の提示が必要となります。

　なお、交付申請者に対して来年１月以降に順次

交付が開始される個人番号カードは、カード１枚

でマイナンバーの提示と顔写真による本人確認が

可能となる公的身分証明書ですので、住民の皆さ

まに交付申請をお勧めいたします。

■通知カードの送付に係る居所情報の登録について

　やむを得ない理由により住民票の住所地で通知カ

ードを受け取ることが出来ない方は、９月 25 日ま

でに住民票のある住所地の市区町村に居所情報登録

申請（持参または郵送）をすることにより、実際の

居所に通知カードを送付することも可能です。

　申請方法などの詳しい情報は、町ホームページま

たは総務省ホームページをご覧ください。

［居所登録申請ができる方］

①東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ

避難している方

②ドメスティック・バイオレンス等の被害者で、住

所地以外の場所へ移動している方

③医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込ま

れ、かつ、住所地に誰も居住していない方

【問】企画財政課　まちづくり推進班

　　☎８３−２１１２

住民一人ひとりに１つの番号!
マイナンバー制度が始まります!

■マイナンバーに関する詳しい情報

インターネット

　　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：午前9時30分～午後5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」

（表）

（裏）
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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　　　　　　６期分

②介護保険料　　　　　　　　６期分

③後期高齢者医療保険料　　　３期分

④水道使用料　　　　　　　　９月分

⑤下水道使用料　　　　　　　９月分

⑥下水道事業受益者負担金　　２期分

【問】〈国保税・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・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＝９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】大内光夫さん

　大字沼辺字竹ノ内260　☎５２−６８２６

　７月６日から８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 22 0.05 ～ 0.06

村 田 小 学 校 ５ 0.04 ～ 0.04

村田第二小学校・沼辺児童館 ５ 0.06 ～ 0.07  

村 田 第 一 中 学 校 ５ 0.04 ～ 0.05

村 田 第 二 中 学 校 ５ 0.07 ～ 0.07  

村 田 幼 稚 園 ５ 0.05 ～ 0.06

沼 辺 幼 稚 園 ５ 0.04 ～ 0.05

村 田 保 育 所 ５ 0.05 ～ 0.07

村 田 児 童 館 ５ 0.06 ～ 0.06

　国の汚染状況重点調査地域となる基準は 0.23

μ Sv/h です。

■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 ６ ０

給食
食材

村 田 保 育 所 ８ ０

村田第一中学校 ２ ０
村田第二小学校
村田第二中学校 ２ ０

住民持込み農林産品等 ７ 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９月の納税・保険料・使用料

取引上の悩み、トラブル、疑問等があったら、

弁護士のアドバイスを受けてみませんか？

▼日時・場所

①   9 月 10 日（木）名取市商工会館 会議室

② 10 月 13 日（火）　大河原合同庁舎 ２階応接室

③ 10 月 20 日（火）角田市商工会館会議室

▼時間＝各日　午後１時〜４時　※時間予約制

▼申込締切＝開催日１週間前までに申し込みく

　　　　　　ださい。

【問・申し込み】

　（公財）みやぎ産業振興機構

　☎０１２０—４１８—６１８

　（フリーダイヤル）

無料弁護士移動相談会（中小企業・個人事業者向け事業上の問題対象）
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も対応しております。
　一人で悩まず、まずはご相談ください。相談は
無料で、プライバシーは厳守しますのでご安心く
ださい。
☎０１２０−５

こ

５
こ

６
ろ

−４
フォ

６
ロ

０
ー

（けやきホットライン）
　受付時間：月〜金　午前 10 時〜午後８時
　　　　　　　土　　午前 10 時〜午後４時
　　　　　　　　（日祝日、年末年始を除く）

●えずこホール　イベント情報

視聴覚教材センターフェスティバル＆かえっこ
　今回は、視聴覚教材センターフェスティバルで
かえっこバザールを行います。いらなくなったお
もちゃを持ってえずこホールに集まろう！持って
きたおもちゃをポイントに変えて欲しいおもちゃ
と交換したりできます。遊びのコーナーで遊んだ
り、仕事を手伝うとポイントがもらえます。入場
は無料です。
▼日時＝９月６日（日）
▼場所＝えずこホール　平土間ホール
えずっこひろば
▼日時＝９月 16 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
健康トレッキング（蛤山）
▼内容＝きれいなブナ林の登山道を歩きながら、

フシグロセンノウを探します。
▼期日＝９月 12 日（土）
▼時間＝午前９時〜午後４時
▼参加費＝ 1,000 円（保険料込）
▼定員＝ 15 名　※要予約
こどもハイキング
▼内容＝森の不思議を探しながら歩きます。小学

校低学年までの親子が対象です。
▼期日＝９月 27 日（日）
▼時間＝午前 10 時〜正午
　　　　午後１時〜３時
▼参加費＝ 200 円（保険料込）
▼定員＝ 15 名
※各イベントには、ことりはうす入館料が別途必
　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

●角田宇宙センター　一般公開
▼日時＝９月６日（日）

　　　　午前 10 時〜午後３時 30 分
▼内容＝高温衝撃風洞他の施設公開、水ロケット

工作＆打上げ体験、○×やさしい宇宙クイズ、
角田宇宙センター 50 年のあゆみ　など

※詳しくは、角田宇宙センターのホームページをご
覧ください。

【問】角田宇宙センター　
　　　☎０２２４−６８−３１１１

●第 48 回　宮城県立船岡支援学校文化祭
　魅せろ ! 船岡 SHOW TIME! 〜最高の時間〜
▼日時＝ 10 月３日（土）
　　　　午前９時 30 分〜午後２時 25 分
▼場所＝宮城県立船岡支援学校
▼内容＝ステージ発表、作品展示・販売など

【問】宮城県立船岡支援学校　☎５４−２２１３

●宮城いきいき学園仙南校　第 24 回文化祭
▼日時＝ 10 月３日（土）
　　　　午前 10 時 30 分〜午後３時 30 分
▼場所＝岩沼市民会館
▼内容＝作品展示、ステージ発表

【問】宮城いきいき学園仙南校　文化祭実行委員会
　　早坂　☎８４−２９８６

●放送大学 10 月生募集のお知らせ
　放送大学では平成 27 年度第２学期（10 月入学）
の学生を募集中です。
　放送大学はテレビ等の放送やインターネットを
通して学ぶ通信制の大学です。
　心理学・教育・福祉・社会・経済・文化・情報・
環境など、幅広い分野を学べます。
　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。
○ 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でき、
４年以上在学して 124 単位を取得し卒業する
と、学士 ( 教養 ) の学位を取得できます。

○１つの分野を体系的に学びたい方については
「放送大学エキスパート」を実施しています。

▼出願期間＝９月 20 日（日）まで
※資料を無料で差し上げています。お気軽に放送

大学宮城学習センターまでご請求ください。放
送大学ホームページでも受け付けております。

【問】放送大学　宮城学習センター
　 　 ☎０２２−２２４−０６５１
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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＝９月８日（火）・24 日（木）

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＝９月８日（火）・24日（木）
　　　　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＝９月３日（木）・10日（木）
　　　　午後1時30分～4時30分
▼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＝９月16日（水） 午後1時30分～4時30分
▼場所＝仙南保健所

【予約・問合せ】
　仙南保健所　母子障害班　☎５３−３１３２

●全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」
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、９月７日（月）〜 13 日（日）までの７日間、
全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」
強化週間を実施します。
　高齢者や障害者に対する暴行・虐待や家族間で
の問題など、様々な人権問題について、開設時間
を延長して人権擁護委員が電話相談に応じます。
・９月７日（月）〜 11 日（金）
　午前８時 30 分〜午後７時
・９月 12 日（土）〜 13 日（日）
　午前 10 時〜午後５時
　相談は無料で予約は不要です。秘密は固く守り
ます。
☎０５７０−００３−１１０（ナビダイヤル）です。

【問】仙台法務局人権擁護部
　　　☎０２２−２２５−５７４３

●性暴力被害相談支援センター宮城における
　被害者支援制度について
　宮城県では、性暴力被害者からの相談を受け、
希望に応じた支援を行う拠点として「性暴力被害
相談支援センター宮城」を設置しております。
　センターでは、相談のほか警察や医療機関など
への付添い、被害に伴う受診費用などの助成、ま
た、警察への届出について悩んでいる方の支援に

9
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　過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納

付することで将来の年金額を増やすことのでき

る「10年の後納制度」は、平成27年９月30日を

もって終了します。

　後納制度を利用するには、申し込みが必要で

す。詳しくは国民年金保険料専用ダイヤル0570-

011-050（ナビダイヤル）または年金事務所へお

問い合わせください。

【後納申し込みができる方】

(1) 20歳から60歳未満の方で、過去10年以内に納

め忘れの期間や未加入期間がある方

(2) 60歳以上65歳未満の方で(1)の期間のほか、任

意加入期間に保険料の納め忘れがある方

(3) 65歳以上で年金加入期間が不足しているため

年金受給資格がない方

【後納のメリット】

(1) 将来の基礎年金を増額することができます。

(2) 年金受給資格がない方は、後納することで受

給資格が発生する可能性があります。

※老齢基礎年金をすでに受給している方などは、 

　後納制度の利用はできません。 

　日本年金機構では、広く公的年金制度との関わ

りを考えていただく機会として、「わたしと年

金」をテーマにエッセイを募集しています。

　募集についての詳細は、日本年金機構ホーム

ページをご確認ください。

●主催：日本年金機構
●後援：厚生労働省、文部科学省、全国高等学校長

協会、全国都道府県教育委員会連合会
●応募資格：中学生以上
●応募締切：9月18日（金）
                　※当日消印有効
●提出先

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3-5-24
日本年金機構サービス推進グループ
「わたしと年金」担当

 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１２

　　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/

「わたしと年金」エッセイ募集中
～あなたと公的年金のエピソードをお聞かせください～

　突然、｢いいカニが入ったので、以前買って頂いた
方に連絡しています。｣ などと、事業者から電話で勧
誘を受け、消費者が断ったにもかかわらず、｢値引き
します｣、｢サービスします｣、｢金賞をとったカニで
す｣ などとしつこい電話勧誘に根負けしてカニを購入
してしまった経験はありませんか？ 
　消費者庁では、このように｢カニなどの魚介類 ｣を
勧めるしつこい電話勧誘業者とトラブルに遭わないよ
う注意を促しています。

【事例】業者からＡ宅に｢以前、うちからカニを買って
行きましたよね。ご購入いただき、ありがとうござい
ました。いいカニが入ったので、以前買って頂いた方
に連絡をしています。｣と電話があった。
　Ａはそれを聞き、以前に旅行で行き、毛ガニを購
入して自宅に送ってもらった苫小牧の市場の業者だと
勘違いし、札幌にも支店があるのかと思って会話を続
けると、業者もＡが勘違いしているのに話を合わせな
がら、｢今日は、いいカニが入ったのでお勧めしている。
ズワイガニ 2キロで、3万円するところ、半額の1万
5千円でいい。｣ などと勧誘を行った。カニが好きな
Ａは、あそこのカニなら大丈夫だろうと思って買うこ
とに承諾した。

　指定の日に配送された商品を代金と引き換えに受
け取ったＡは、なんともお粗末で貧弱なズワイガニ
が入っているのを見て、騙されたと思った。
　返品のため、同封の書面に記載されていた業者の
電話番号に連絡したところ、対応した業者の従業員
に｢ 返品は認めません｣｢代金は返しません。返品送
料もそちらで持ってください｣ などと言われた。
　Ａは消費生活センターに相談した上でクーリング・
オフのハガキを郵送し、商品は着払いで送り返した
上で、支払った代金の返金を受けた。
●カニ、ホタテや鮭などの魚介類などもクーリング・
オフができます！
●事業者は消費者に違約金や損害賠償を求めること
はできません。

○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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「カニなどの魚介類」を勧める電話勧誘にご用心!

消 費 者 の 　 　 窓

国民年金ご存じですか?

国民年金保険料「10年の後納制度」は
　　　　　　　　　　　　  ９月30日まで



▼一人分の材料

鶏むね肉 20g　油揚げ 5g　豆腐 30g　ごぼう 10g　

人参 20g　里芋 20g　なす 10g　みょうが 5g　ねぎ 5g

だし汁　200cc　しょうゆ 8cc　水溶き片栗粉（片栗粉

1g　水 5cc）

▼作り方

①ごぼうはささがきにして水にさらしておく。人参

はいちょう切り、里芋は小さめのらん切にする。

②なすは小さめに切り、水にさらしておく。ねぎは

小口切り、みょうがと鶏肉は細かく切っておく。

③鍋にだし汁を入れ、鶏肉、ごぼう、人参、里芋を

加えて火にかけ柔らかくなったら、なすを加えて

味つけし、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけ、

ねぎ、みょうがを加える

　

※この献立は平成 25 年度中学生の食育教室で実施し

た献立です。

※おくずかけは宮城県の郷土料理のひとつで、お盆

や彼岸の仏様へのお供（精進料理）「ずんだ餅・お

くずかけ」がセットです。

　本来「精進料理」とは、 近親者が 精進（ 服喪期間

中に肉や魚貝類などの生臭ものを一切口にしない

ことをいう）する間の食事を指していい、服喪期

間明け（精進明け）に普段の食事に戻って肉や魚

類及び飲酒などをすることを 「精進落とし」といい

ます。現在では、服喪期間中に「精進料理」を食

するという習慣はなくなりましたが、葬儀・ 法要

後に出席者へ無事の終了を感謝して 「お礼やもてな

し」としての 「精進落とし」が振舞われています。
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町 のようす 平成27年7月末日現在

人口････ 11,580人（－16人）
男････ 5,762人（－16人）

女････ 5,818人（±0人）

転入･･  27人 転出･･  33人

出生･･    6人 死亡･･  16人

世帯数･･･ 3,955戸（－3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

9月の献立

おくずかけ

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

平
ひら

間
ま

　行
こう

貴
き

くん （行宏・遥） 本　町

丹
に

羽
わ

　晃
こう

貴
き

くん （貴道・美智） 内　町

柳
やな

川
がわ

　結
ゆ

心
い

ちゃん （勝一・博美） 本　町

大
おお

泉
いずみ

るおんちゃん （誠・友佳） 本　郷

佐
さ

藤
とう

　璃
り

優
いゆ

くん （祐己・友香） 内　町

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

佐々喜代治 （86） 正　行 沼　田
二瓶　正是 （81） 本　人 足立西
櫻井　シン （91） 本　人 沼辺南
的場ハナ子 （92） 正　葊 足立東
菊地　敏男 （70） 本　人 荒　町
佐山　勇雄 （99） 覚 足立西
秋保　要治 （86） 本　人 小泉西町

献立のエネルギー101キロカロリー

　　　　　　　　　　たんぱく質8.8ｇ　塩分1.2ｇ
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9 長　月長　月
月 カレンダー町 民

9月は　　日です。9月は　　日です。202020

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

休日当番医

内科 村田内科クリニック （村　田） ☎83-6061
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
薬局 やすらぎ調剤薬局 （村　田） ☎83-6890

カメイ調剤薬局大河原店 （大河原） ☎51-3121

内科 中核病院村田診療所 （村　田） ☎83-2445
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 アイン薬局村田店 （村　田） ☎82-1682

すずらん薬局 （柴　田） ☎57-1322

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
外科 宮上クリニック （柴　田） ☎55-4103
歯科 後藤歯科医院 （大河原） ☎52-2533
薬局 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

川田薬局 （柴　田） ☎59-2777

内科 玉渕医院 （柴　田） ☎56-1012
外科 大沼胃腸科外科婦人科 （柴　田） ☎56-1441
歯科 こや歯科医院 （柴　田） ☎54-5005
薬局 槻木中央薬局 （柴　田） ☎56-3169

かみまち薬局 （柴　田） ☎58-7380

内科 村川医院 （柴　田） ☎54-2316
外科 大河原整形外科クリニック （大河原） ☎51-1502
歯科 榊原歯科医院 （村　田） ☎83-2419
薬局 もみの木薬局 （柴　田） ☎54-3837

ひばり調剤薬局 （大河原） ☎52-8686

内科 ふなばさま医院 （柴　田） ☎58-2220
外科 高沢外科・内科・胃腸科 （柴　田） ☎57-1231
歯科 さとう歯科医院 （柴　田） ☎56-5112
薬局 トミザワ薬局船迫店 （柴　田） ☎58-1211

船迫調剤薬局 （柴　田） ☎55-4193

内科 さくら小児科医院 （大河原） ☎51-5355
外科 乾医院 （柴　田） ☎56-1451
歯科 川口歯科医院 （柴　田） ☎55-5493
薬局 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

柴田薬局 （柴　田） ☎56-3715

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 船岡中央歯科医院 （柴　田） ☎55-0970
薬局 こひつじ薬局 （柴　田） ☎86-4189

仙台調剤大河原西店 （大河原） ☎51-4011

9月 6 日（日曜日）

10月 4 日（日曜日）

　13 日（日曜日）

　20 日（日曜日）

　21 日（月曜日・敬老の日）

　22 日（火曜日・国民の休日）

　23 日（水曜日・秋分の日）

　27 日（日曜日）

日 曜 9月1日～9月30日

9/1 火 食生活・健康相談（13:00～15:00　要予約）保健センター

2 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／H27.2月・3月生）保健センター

3 木

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

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月 母子健康手帳交付（13：00～15:00）保健センター

15 火

16 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 

1歳お誕生相談（9:00～9:15／H26.9月生）保健センター

17 木

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／H26.1月・2月生）保健センター

4か月児健診（13：30～13：45／H27.5月生）保健センター

18 金

19 土

20 日

21 月 敬老の日

22 火 国民の休日

23 水 秋分の日

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月 母子健康手帳交付（13：00～15:00）保健センター

29 火

30 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

10/1 木

2 金


