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蔵の町むらた 布袋まつり
第15回 みやぎ村田町蔵の陶器市

◆蔵の町むらた

布袋まつり

毎年たくさんの人出で賑わう布袋まつり。今年は、10 月 11 日（日）に開催します。
メインとなるのは、布袋本山車、本町山車、村田一中創作山車の３台が町内を華やかに練り歩く山
車行列です。
午前、午後、夜の部の合計３回、町内中心部を
練り歩きます。
（夜の部は村田一中を除く）
蔵の町並みでは、交通規制を実施して、町内幼
稚園、保育所、村田小学校などによる踊りや神楽
等のストリートイベントが披露されます。
また、本町商店会、荒町商店会による出店、町
観光物産協会のスタンプラリーなども行われま
す。詳しくは、チラシをご覧ください。
【問】村田町布袋まつり保存会（地域産業推進課内）
☎８３−２１１３

◆第 15 回みやぎ村田町蔵の陶器市
例年、たくさんのお客様にお越しいただいている「みやぎ村田町蔵の陶器市」を 10 月 16 日（金）
から３日間、蔵の町並みを交通規制して開催します。今年のテーマは「にぎわい」です。
今年も県内外から 50 の窯元が参加し、店蔵等を利用して陶器の展示・販売を行います。
参加出展者各会場の前には出展蔵と地元小学生児童が考えた俳句・川柳が書かれた常夜灯が設置さ
れ、灯りがともる夕暮れには蔵の町並みのひと味
ちがう風情を味わうことができます。その他、出
展陶芸家のオークション、手作り品の展示販売、
お土産、陶芸体験コーナーなども設けられます。
【問】NPO 法人 むらた蔵わらし
☎０８０−６０２５−６６９１

※布袋まつり、陶器市の交通規制については、次
ページをご覧ください。
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交通規制にご協力ください!
「布袋まつり」
では山車運行やストリートイベントの実施のため、
「みやぎ村田町蔵の陶器市」では
来場するお客様の安全確保のため、
蔵の町並みで交通規制を行います。
■交通規制／大平パーマ様前から阿部屋菓子店様前
■一部交通規制
（大型等）
／阿部屋菓子店前から南町交差点
交通規制内容と規制区間は昨年同様となります。阿部菓子店様前から南町交差点までは大型車等
の通行が制限されます。
普通車両などは、通行可能となりますが、北方向への通り抜けはできません
のでご注意ください。
また、
山車運行や歩行者の安全確保のため一部規制区間での車両の通行は極力
ご遠慮いただきますよう、
ご理解とご協力をお願いいたします。
◆蔵の町むらた 布袋まつり
■日時／10月11日
（日） 午前９時50分〜午後６時30分
■区間／蔵の町並みの通り
【問】村田町布袋まつり保存会
（地域産業推進課内）
☎８３−２１１３
◆第 15 回みやぎ村田町蔵の陶器市
■日時／みやぎ村田町蔵の陶器市
■日時／10月16日
（金）
〜18日
（日） 午前10時〜午後５時30分
■区間／蔵の町並みの通り
※最終日
（18日）は午後４時
【問】NPO法人 むらた蔵わらし ☎０８０−６０２５−６６９１
規制時間内のミヤコー路線バスは、城山通りを迂回運行します。付近の皆さまには大変ご迷惑を
おかけいたしますが、
まつり・イベントの成功と事故防止のためご協力をお願いします。

宮城県議会議員一般選挙が執行されます

行政相談週間

▼告示日＝ 10月16日
（金）
▼投票日＝ 10月25日
（日） 午前７時〜午後７時
※ただし、第７投票区（北向地区）のみ午後４
時までになります。
▼開票日＝ 10月25日
（日） 午後８時
※即日開票
▼期日前投票・不在者投票
仕事や旅行等の事情で投票日に投票所へ行くこ
とができない方、また病気や出産等で入院予定の
方などのように一定の要件に該当する方は投票日
前に投票することができます。
▼投票所入場券
世帯主宛てにハガキで郵送されます。入場券が届
きましたら、開封して確認いただき、ひとり分づつ
はさみで切り離して投票所に持参してください。
【問】選挙管理委員会（総務課内）
☎８３−２１１１

10月19日
（月）
〜25日
（日）
は
「行政相談週間」
です。
行政相談委員は、
次の日程で行政相談を行います。
▼日時・場所
・10月20日（火） 午前10時〜正午
沼辺地区公民館
・10月20日（火） 午後１時30分〜３時30分
小泉地区公民館
・10月21日（水） 午前10時〜正午
村田町役場３階 ミーティングルーム
・10月22日（木） 午前10時〜正午
西足立地区公民館
・10月22日（木） 午後２時〜４時
菅生地区公民館
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。
【行政相談委員】大内光夫さん
大字沼辺字竹ノ内２６０ ☎５２−６８２６
おしらせばん
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元気が出る！こころとカラダのはなし

生活保護の相談窓口

▼日時＝ 10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
健康むらた21計画（第２期）
※当日は、宮城県仙南保健福祉事務所の担当者が
～身体活動・運動量の増加～
相談に応じます。
【問】仙南保健福祉事務所
生活保護班
家事や仕事の自動化、交通手段の発達により身
☎５３−３１２２
体活動量が低下しており、食生活の変化とともに、
健康福祉課 社会福祉班
肥満や生活習慣病の増加が問題となっています。
☎８３−６４０２
村田町でも、子どもの活動量の減少や、日常生
活では車での移動など身体活動の低下に伴い、肥
満やメタボリックシンドローム、生活習慣病が増
えています。
女性医師による女性の健康相談
多くの人が無理なく日常生活の中で、運動を実
女性医師が思春期や更年期の身体的・精神的不
施する方法の提供や環境を作ることが必要になっ
調、家庭や職場でのストレスで悩んでいる女性の
ています。
相談に応じます。（完全予約制・相談無料）

【家庭における取り組みの方向性と具体策について】
▼相談日時＝ 10月31日（土） 午後２時〜４時
①楽しく体を動かしましょう !
▼場所＝大河原町
・今よりあと 15 分歩きましょう。
・テレビやテレビゲームをする時間を減らし、 ※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
体を動かしてみましょう。
（エルソーラ仙台）でも相談を受けることがで
②運動の大切さを知り、毎日の生活の中に運動を
きますのでご相談ください。
取り入れましょう !
▼予約先＝宮城県女医会女性の健康相談室
・家事、農作業も身体活動です。意識してこま
☎０９０−５８４０−１９９３
めに体を動かしましょう。
▼受付時間＝午前９時〜午後５時
・大人も子どもも、乗り物にたよらずに歩くよ
（土日祝日を除く）
うにする等、意識的に体を動かしましょう。
③地域の運動講座や運動教室をして利用しましょう !
宮城県健康推進課
・生涯にわたり楽しめる運動を見つけましょう。 【問】
☎０２２−２１１−２６２３
町や地域では、運動に関する様々な事業（地域
型スポーツクラブ・サークル活動）を実施してお
ります。運動を始めたい方、仲間を作りたい方は
労使間トラブルの解決を支援します
地域の事業に参加してみませんか。
宮城県労働委員会では、解雇、賃金、パワハラ、
運動には肥満予防、生活習慣病予防の他に、ス
セクハラなど労働関係をめぐる労働者個人と使用
トレス解消、老化予防、認知症の予防にも効果が
あるとされています。自分に合った運動を見つけ、 者（事業主）との間のトラブルについて、話し合
いにより解決を支援しています。公益、労働者、
健康増進、健康寿命を延ばすためにも明日からと
使用者、それぞれの立場の労働問題の専門家が公
言 わ ず、 今 日 か ら 取 り
平公正に問題解決の合意点を探りながら、話し合
組みましょう。
いを取り持つことにより、トラブルの解決を目指
します。費用は無料で、秘密は厳守されますので、
【問】保健センター
労使間のトラブルでお困りの方は、この制度の利
☎８３−２３１２
用についてお気軽にご相談ください。
【問】
宮城県労働委員会事務局（県庁17階）
☎０２２−２１１−３７８７
http//www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/kobetuassen-1.html
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生涯学習課・公民館からのおしらせ
教育総務課からのお知らせ
●村田町児童生徒意見発表会

●「子育てについて考える講演会」開催 !
「いのちをいただく」
「お母さんは命がけであなた
を産みました」等の著者、助産師内田美智子氏が
村田町にやってきます！
▼日時＝ 12 月 5 日（日）午後 1 時 30 分
▼会場＝中央公民館大ホール
※詳細については、次号でお知らせします。

▼日時＝ 10月21日
（水） 午前10時30分
▼場所＝中央公民館 大ホール
▼内容＝町内小中学校児童生徒による意見発表。
村田町の将来を担う小中学生が日頃考えている
ことを発表します。力強い発表をどなたでも聞
くことができます。ぜひ会場にお越しください。 【問】
生涯学習課（中央公民館内） ☎８３−２０２３

●村田町こども音楽祭
▼日時＝ 11月５日
（木）
午前10時〜11時30分
▼場所＝えずこホール
▼内容＝町内の各幼稚園と保育所の園児、小中学
校の児童生徒による合唱や合奏。
本格的なホールで多くの観客を前に発表しま
す。どなたでも発表を見ることができます。ぜ
ひ会場にお越しください。
【問】
教育総務課
（中央公民館内）☎８３−２０３７

生涯学習課・公民館からのおしらせ
●第43回

村田町民文化祭開催

文化の秋、今年も中央公民館・村田町文化協会
主催による町民文化祭を開催します。文化協会会
員が日頃の成果を発表します。みなさんお誘い合
わせのうえ、ご来場ください。
○展示の部
▼日時＝ 11月２日
（月）
午前９時30分〜午後４時
11月３日
（火・祝）
午前９時30分〜午後３時
▼内容＝生け花、写真、書道、パッチワーク、押
し花、園芸、陶芸、特別出展等
▼場所＝村田町民体育館
○発表の部
▼日時＝ 11月３日
（火・祝） 午前９時30分開会
▼内容＝民謡、詩吟、合唱、バンド演奏、カラオ
ケ、舞踊、フラダンス、特別出演等
▼場所＝中央公民館 大ホール

新しい仙南視聴覚教材センターの
愛称を募集します!
平成 28 年１月から、仙南視聴覚教材センター
が仙南地域広域行政事務組合総合庁舎内からえず
こホール（仙南芸術文化センター）内へ移転・リ
ニューアルすることに伴い、新しいセンターの愛
称を募集します。皆さまから親しまれ愛される施
設になるような作品をお待ちしています。
▼応募方法＝愛称（ふりがな）とその説明（理由・
意味）を明記して、仙南視聴覚教材センターに
持参、郵送、FAX、E-mail にてご応募ください。
▼応募資格＝どなたでも。１人何点でも応募可能。
▼募集締切＝ 11月10日（火）必着
▼選考及び発表
平成 27 年 12 月頃決定し、受賞者に直接通知
するほか、仙南地域広域行政事務組合ホームペ
ージ等で発表します。
▼賞＝最優秀賞 図書カード 5,000 円分
優秀賞
図書カード 2,000 円分
【問・応募先】
仙南地域広域行政事務組合 視聴覚教材センター
〒989-1264
大河原町字新青川１−１
☎５２−３４３３
５２−２６６０
E-mail： kyouiku@az9.or.jp
URL: http://www.az9.or.jp/kyouiku/sichokaku/
index.php
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今月の歴史みらい館
企画展『オオカミ現る―東北南部の狼信仰―』を
「本屋さんのダイアナ」／著 柚木麻子／新潮社
開催中です !!
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。

▲狼図

個人蔵

▼会期＝11月15日
（日）
まで
▼場所＝歴史みらい館 企画展示室
▼観覧料＝無料
5
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この本は、二人の少女が織りなす友情物語です。
正反対の性格を持つ二人が、一瞬で親友になり、
それぞれの生き方をして、また、出会い・・・自
分を受け入れた時、初めて自分を好きになれる！
ことに気づくのです。私の呪いを解けるのは、私
だけ！自分の全てを否定していた孤独なダイアナ
に光を与えてくれた、本と彩子！さまざまな人た
ちとの出会いの中で、試練を乗り越え大人になっ
ていく少女のお話が、最強のダブルヒロインで描
かれた小説です。思春期に感じた思い、忘れかけ
ていた気持ちを呼び起こしてくれるようです。読
む方の視点でいろいろ感じ取ってみてください。
【歴史みらい館にない図書は…】
歴史みらい館にない図書を借りたい場合は、
「図
書館情報ネットワークシステム」を利用して、宮
城県図書館の蔵書を検索・貸出予約が出来ます。
（１）借りたい本の題名・作者・出版社・ジャン
ルなどを窓口にお申し出ください。
（２）窓口では、
「図書館情報ネットワークシステ
ム」により、宮城県図書館所蔵の有無・貸
出状況などを確認し、貸出可能な場合、貸
出依頼を送信します。
（３）ご依頼の本がみらい館に届きましたら、お
電話にてご連絡いたしますので、窓口で本
の貸出手続きをお願いいたします。
※貸出期間は、貸出日を含めて 15 日間です。
●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）
○ 10 月の休館日＝ 5 日・13 日・19 日・26 日
【問】歴史みらい館 ☎８３−６８２２

町営住宅入居者募集
▼入居募集住宅（２戸）
新石生住宅９─５号（簡耐２階建）

木造住宅耐震改修工事促進助成事業
▼対象住宅

（１）昭和56年５月31日以前に着工した木造在来軸

石生住宅１─24号（中耐３階建）
▼家賃月額

次に該当する住宅

組構法又は枠組壁工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

建設年度・面積・入居世帯の所得額等によって

部構造評点1.0未満の住宅で、改修工事施

決定されます。

工後上部構造評点1.0以上に改修又は建替

▼入居資格

え工事を実施する住宅等。

・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）

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。

・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

▼補助額
（１）耐震改修工事のみの場合

・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

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

お問い合わせください。

最大補助額

55万円

▼申込期間＝10月１日（木）〜14日(水)
※申込者多数の場合は、抽選で入居予定者を決定
します。

▼募集件数＝１件（申込多数の場合調整有）
▼申込期間＝10月１日（木）〜30日（金）

※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

【問・申し込み】建設課

☎８３−６４０７

管理班

☎８３−６４０７

木造住宅耐震診断助成事業
昭和56年５月31日以前に着工した木造在来軸

みやぎ県南中核病院からのお知らせ

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

当院では病院の機能充実のため医療職の募
集をしています。詳しくは病院ホームページ

計画作成を行います。
診断料148,300円（延床面積200㎡以下の場

または総務課人事係までお問い合わせくださ

合）の内145,000円を助成します。自己負担額

い。

3,300円で耐震診断を受けることができます。

▼職種・採用予定人数

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。

助産師・看護師/10名 診療放射線技師/若干名
薬剤師/若干名 作業療法士/若干名
▼受付期間＝ 10月21日（水）まで
▼試験日＝ 10 月 31 日（土）

▼募集件数＝２件（申込多数の場合調整有）
▼申込期間＝10月１日（木）〜30日（金）

【問】みやぎ県南中核病院

総務課人事係

☎５１−５５００
（平日、
午前８時30分〜午後５時）

【問・申し込み】建設課

☎８３−６４０７

ホームページ
http://www.southmiyagi-mc.jp

おしらせばん
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幼稚園新入園児募集
平成 28 年度（来春 4 月）町立幼稚園の入園申
込受付を行います。
▼募集幼稚園
村田幼稚園（村田字北塩内41）
沼辺幼稚園（沼辺字籠田72）
▼募集年齢
３歳児（年少組）
平成24年4月2日〜平成25年4月1日生
４歳児（年中組）
平成23年4月2日〜平成24年4月1日生
５歳児（年長組）
平成22年4月2日〜平成23年4月1日生
▼保育時間＝午前９時〜午後１時
▼通園方法＝保護者による送迎
※小泉・菅生・西足立地区の希望者は、通園バス
を利用できます。
▼休日＝土日祝日、年末年始、春夏冬休みあり
▼保育料＝毎月 5,000 円（軽減措置の制度があります）
※牛乳、教材費等の集金が別途あります。
▼申込期間＝ 10月１日(木)〜16日(金)
▼申込方法＝入園願書に必要事項を記載し、各幼
稚園へ提出してください。
※入園願書は、教育委員会（中央公民館内）、各
幼稚園に用意してあります。
【問】
教育総務課
（中央公民館内）☎８３−２０３７
村田幼稚園 ☎８３−２３４1
沼辺幼稚園 ☎５２−３５２７

利用の優先度が調整される場合があります。
▼定員＝ 90 名
▼開所時間＝午前７時15分〜午後６時15分
保育が利用できるのは、上記時間内で保育が必
要と認められる時間となります。
▼休日＝日曜日・祝日・年末年始等
▼申込書配布＝ 10月13日(火)から子育て支援課
または村田保育所で配付します。
▼申込期間＝ 11月２日(月)〜16日(月)
▼申込方法＝申込用紙に記入の上、必要書類を添
付して、子育て支援課または村田保育所まで提
出してください。
▼決定通知＝平成28年１月上旬
※詳しくは10月13日
（火）
から配布する「入所申
込のご案内」をご覧ください。
【問】子育て支援課 ☎８３−６４０５
村田保育所
☎８３−２４０６

村田町留守家庭児童学級入級申込受付

平成 28 年度の入級申込受付を行います。
留守家庭児童学級は、就労等で保護者が家庭に
いない児童を預かり、集団生活をとおして適切な
遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成を図り
ます。
▼対象児童学級及び定員＝村田児童学級 50 名
沼辺児童学級 15 名
▼対象児＝町内の小学校１年生から３年生までの
児童（ただし、特別な事情がある４年生を含む）
▼開設時間＝小学校授業終了後〜午後６時 15 分
村田保育所入所申込受付
※学校休業日は午前８時〜午後６時 15 分
平成 28 年度 ( 来春４月 ) の入所申込受付を行
▼休日＝土曜日・日曜日・祝日・年末年始等
います。
▼申込書配布＝ 10月13日（火）から各児童学級、
▼入所資格＝生後 10 か月〜満５歳のお子さんで、
子育て支援課または沼辺支所で配布します。
保護者が次の①〜⑩のいずれかに該当する場合
▼申込期間＝ 11月２日（月）〜16日（月）
に限ります。
▼申込方法＝申込書に記入の上、必要書類を添付
①就労（１か月あたり 48 時間以上）しているこ
して、入級を希望する児童学級へ提出してくだ
と②妊娠（産前８週）・出産後間もない（産後８
さい。また、学校休業期間のみ利用希望の方も
週）こと③保護者が疾病・障害を有していること
申し込みが必要となります。
④同居または長期入院等している親族の介護・看
▼入級の決定＝申し込みのあった方について必要
護を常時していること⑤災害の復旧にあたってい
な審査を行い、通知します。
ること⑥求職活動中であること（起業準備を含む） ※詳しくは 10月13日（火）から配布する「入級申
⑦就学中であること⑧虐待やＤＶのおそれがある
込のご案内」をご覧ください。
こと⑨育児休業取得中に、既に保育を利用してい 【問】
子育て支援課 ☎８３−６４０５
る子どもがいて継続利用が必要であること⑩その
村田児童学級（町民体育館内）
他、上記に類する状態として町長が認める場合
☎８３−５５１５
※定員を超える申し込みがあった場合には、保育
沼辺児童学級（村田二小体育館内）
の必要性の高い方が優先されます。また、同居
☎５１−５１１５
の親族が子どもを保育することができる場合、
沼辺支所 ☎５２−１６４４
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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 10 月の予定
○誕生会
対象：10 月生まれの未就学児
日時＝ 10 月６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＝ 10 月 5 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「ミニ運動会」
日時＝ 10 月 22 日（木） 午前10時〜12時
場所＝旧三小体育館
内容＝体操、かけっこ、親子ゲーム等
持ち物＝タオル・飲み物・上靴
申込方法＝ 10 月 9 日（金）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）

○わんぱく広場
対象：2 歳以上
日時＝ 10 月 7 日（水）午前 10 時 15 分〜 11 時
10 月 8 日（木）午前 10 時 15 分〜 11 時
※雨天の場合は中止です。
場所＝子育て支援センター
内容＝「シャボン玉遊び」 ※申込不要
▲昨年のミニ運動会

○おかあさんの広場
（託児有り）
日時＝ 10 月 14 日（水） 午前 10 時〜 12 時
②「おとうさんと遊ぼう」
場所＝保健センター
日時＝ 10 月 31 日（土） 午前 10 時〜 11 時
内容＝「町栄養士による栄養指導とクッキング」
場所＝旧三小体育館
様々な行事に使える料理を作ります。
内容＝良く飛ぶ紙飛行機作りや公認指導者によ
＜メニュー＞
る親子３Ｂ体操を行います。
・ちらし寿司
講師＝日本３Ｂ体操協会 公認指導者
・白身魚のマヨネーズ焼き
持ち物＝水分補給用の飲み物
・ほうれん草のおひたし
汗拭き用のタオル
・お吸い物 ・果物
申込方法＝ 10 月 23 日（金）までに子育て支
持ち物＝エプロン、三角巾と米 1 合を当日持参
援センターへ申し込みください。
ください。
（電話可）
参加費＝ 500 円（材料費等）定員＝ 10 名
申込方法＝ 10 月 7 日（水）までに参加費を添 ★町のホームページ「子育てカレンダー」にも詳
えて、子育て支援センターへ申し込
しく掲載しています。
みください。
★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。
○わくわく移動広場
対象：未就学児
開 館 日：月曜日〜金曜日
（土 ･ 日 ･ 祝日休み）
日時＝ 10 月16 日（金） 午前9 時30 分〜11 時
利用時間：午前 9 時〜午後 5 時
場所＝村田保育所
【問】子育て支援センター（村田児童館内）
内容＝「保育所で遊ぼう」 ※申込不要
☎・ ８３−３９０１
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。
おしらせばん
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インターネットでの回答にご協力いた
だいた皆様、ありがとうございました!

養育里親になりませんか？
里親とは、様々な理由から親と一緒に暮らすこ
とができない子どもを自らの家庭に迎え入れ、温
かい雰囲気の中、愛情と真心を持って育ててくだ
さる方々のことを言います。
実際に子どもを預かる期間は数日から数年まで
と様々で、児童養護施設などに入所している子ど

≪現在、紙の調査票での回答を希望された世帯
及びインターネットでご回答が無かった世帯へ
調査員が訪問し、調査票を配布しています≫
【調査票への記入をお願いします !】
10 月上旬から中旬にかけて、調査員が再度調
査票を受け取りに伺います。

もを夏休みや冬休みの間の数日間だけ預かること
もあります。
関心のある方は、ぜひ里親説明会にお越しくだ
さい。

里親制度説明会
▼日時＝ 10月21日（水）午後２時〜３時30分

また、郵送による提出も可能です。

▼場所＝まなウェルみやぎ

※国勢調査は統計法によって回答が義務付けられ

階

総合教育センター３

第９研修室（名取市美田園２−１−４）

ています。記入内容は厳重に守られますので、 ▼内容＝里親制度に関する説明、先輩里親の体験
安心してご記入ください。

談等。詳細等はお問い合わせください。

【問】宮城県中央児童相談所
【調査のあらまし】
この調査は、日本の未来を考えるために欠くこ
☎０２２−７８４−３５８３
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。

ＰＣＢを含有している電気機器を
使用または保管していないか点検を!
ＰＣＢを含む電気機器（トランス、コンデン

皆さまの調査へのご理解とご協力をお願いしま
す。

サ、家庭用を除く照明用安定器など）を使用また
は保管しているときはＰＣＢ特別措置法に基づき

【問】企画財政課

まちづくり推進班

届出が必要です。

☎８３−２１１２

使用中の電気機器を点検するにあたっては、接

※国勢調査について詳しくは、総務省

平成 27

触等により感電の恐れがあり非常に危険ですの

年国勢調査広報サイトをご覧ください。

で、電気設備を管理している電気主任技術者等に

http://kokusei2015.stat.go.jp/index.htm

ご相談ください。
ＰＣＢ含有の有無は、機器メーカーや中間貯

平成28年版みやぎ手帳・
農業日誌等の購入申し込み受付中!
購入を希望される方は、下記までお申し込みく
ださい。

ページで判別することができます。
もし、ＰＣＢを含有していることが判明した場
合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、
処理する必要があります。

●みやぎ手帳 500円

●農業日誌 1,500円

●ファミリー日誌 1,500円

●新農家暦 520円

ＰＣＢを含む電気機器等は通常の産業廃棄物と
して処分することはできず、不法投棄や不適正な

▼申込期日＝10月16日（金）

方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき罰せ

▼申込先＝各地区行政区長、企画財政課、沼辺支

られることになりますのでご注意ください。

所、菅生出張所
【問】企画財政課

詳しくは下記窓口までお問い合わせください。
まちづくり推進班

☎８３−２１１２
9

蔵・環境安全事業（株）（ＪＥＳＣＯ）のホーム
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【問】仙南保健所

環境廃棄物班

☎５３−３１１８

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!

［参考／通知カードの様式］

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、住民票の住所に通知カードが届きま
す!
通知カードは、住民票の住所の世帯主宛てに簡
易書留（郵便局員による手渡し）で届きます。
通知カードは郵便局に転居届を提出している場
合でも転送はされませんのでご注意ください。
なお、通知カードを紛失した場合、再交付が可
能ですが、再交付手数料が必要になりますので、
大切に保管してください。
※通知カードはマイナンバーの確認のためのみに
利用されるものです。マイナンバー制度に関係
する手続以外の本人確認の手続において、身分
証明書としての利用はできません。
［送付される封筒］

［おもて面］

［うら面］

■個人番号カードを申請しましょう！
10 月以降、個人番号カードの交付申請の受付
が開始されます。
個人番号カードは、平成 28 年１月以降、マイ
ナンバーを証明する書類としての利用のほか、本
人確認の際の身分証明書としてなど、様々な場面
で利用が可能です。
個人番号カードの交付申請は、郵送のほか、ス
マートフォンやパソコンからも可能で、初回のみ
交付手数料は無料です。
詳しくは、通知カードに同封されるパンフレット
をご覧ください。
通知カードはとっても
大切な書類だよ！
間違って捨てないでね！

［封入されているもの］
①宛名台紙（問い合わせ先記載あり）
②通知カード（個人番号カード交付申請書兼電子証
明発行申請書＋音声コード台紙）
※通知カードは、世帯人数分（１通で最大８人分
まで）同封されます。
③説明用パンフレット
④個人番号カード申請書の返信封筒

マイナンバー
広報用ロゴマーク
愛称
「マイナちゃん」

■マイナンバーに関する詳しい情報
ホームページ
マイナンバー 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）
【問】
企画財政課 まちづくり推進班
☎８３−２１１２
おしらせばん
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守ろう！暮らしの安全・安心
村田町で「飲酒運転により検挙」される事案が発
生しています！
宮城県飲酒運転根絶に関する条例第 11 条第
1 項第 1 号の規定に基づき、宮城県公安委員
会から村田町に酒酔い運転又は酒気帯び運転
に該当した町民の通知がありました。
種別

状況等
年代等
自宅で飲酒後、買い物途中に
コンビニエンスストア駐車場
酒酔い運転 フェンスに衝突し、飲酒運転 20歳代男性
被疑者として検挙されたも
の。
自宅で飲酒後、出勤途中に飲
酒気帯び運転 酒運転被疑者として検挙され 40歳代男性
たもの。
自宅で飲酒後、農作業に行く
酒気帯び運転 途中に飲酒運転違反者として 60歳代男性
検挙されたもの。

飲酒運転は、人の命を脅かす悪質な犯罪で
す。
「飲酒運転をしない、
させない、
許さない！」
を徹底し、みんなで飲酒運転を根絶しましょ
う。
【問】
総務課 防災班 ☎８３−２１１１
警察署からのお知らせ
振り込め詐欺が多発しています。お金が必
要という話は、事実かどうか、必ず確認しま
しょう！
還付金を装う詐欺にも注意しましょう！
【問】
大河原警察署 生活安全課
☎５３−２２１１

平成27年10月の納税・保険料・使用料
期限内の納入をお願いします。
①町県民税
３期分
②国民健康保険税
７期分
③介護保険料
７期分
④後期高齢者医療保険料
４期分
⑤水道使用料
10月分
⑥下水道使用料
10月分
【問】
〈町県民税・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〉
建設課
☎８３−６４０７

健康に関する講演会のお知らせ
▼日時＝11月８日（日） 午後１時30分〜４時
▼会場＝沼辺地区公民館
11
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▼テーマ＝「化学物質と健康」
▼講師：かくたこども＆アレルギークリニック
院長 角田 和彦先生
入場無料で申し込みは不要です。聴講を希望さ
れる方は、直接会場にお越しください。
【問】宮城県疾病・感染症対策室
☎０２２−２１１−２６３６

放射線対策に関するお知らせ
８月６日から９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

22

0.04 ～ 0.06

校

3

0.04 ～ 0.04

村田第二小学校・沼辺児童館

3

0.06 ～ 0.07

村 田 第 一 中 学 校

3

0.04 ～ 0.05

村 田 第 二 中 学 校

3

0.06 ～ 0.08

村

田

幼

稚

園

3

0.05 ～ 0.05

沼

辺

幼

稚

園

3

0.04 ～ 0.04

村

田

保

育

所

3

0.06 ～ 0.07

村

田

児

童

館

3

0.06 ～ 0.07

村 田 町 役 場 敷 地
村

田

小

学

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

５

０

村 田 保 育 所

７

０

学校給食センター

２

０

5

０

給食
食材

住民持込み農林産品等

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

●無料調停相談会
●ことりはうすイベント情報
▼日時＝10月24日
（土） 午前10時〜午後３時
草木染体験
▼場所＝村田町中央公民館
▼内容＝季節の草や樹木の葉を使ってハンカチを
▼相談内容＝離婚、養育費、土地建物、消費者金
染めます。
融、交通事故、近隣関係等に関すること。
▼期日＝10月12日（月・祝） 午前10時〜正午
※予約不要。秘密は厳守されます。
▼参加費＝ 300円（保険料込）
【問】大河原調停協会事務局 ☎５２−２１０１
▼定員＝ 15 名 ※要予約
●オストメイト相談会
健康トレッキング（青麻山）
▼日時＝10月10日
（土） 午後1時〜４時
▼内容＝青麻山の歴史を聴きながら紅葉の里山を
▼場所＝大河原町中央公民館
歩きます。
▼対象＝県内のオストメイト（人工肛門・人工膀
▼期日＝10月17日（土） 午前9時〜午後3時
胱保有者）及び家族等
▼参加費＝ 1,000 円（保険料込）
▼内容＝術後のケア、装具、社会生活、福祉制度
▼定員＝ 15名 ※要予約
等に関すること。
健康トレッキング（千年杉コース）
▼講師＝公立刈田総合病院
▼内容＝紅葉のブナ林を歩き、深まり行く秋を感
皮膚・排泄ケア認定看護師 半田 正美氏
じましょう。
【問】
（公社）日本オストミー協会宮城県支部
▼期日＝10月24日（土）
☎・ ０２２−３５８−１３７３
午前9時30分〜午後3時30分
●せんだい若者サポートステーション出前相談会
▼参加費＝ 1,000 円（保険料込）
▼日時＝10月13日
（火） 午前10時〜午後４時
▼定員＝ 15名 ※要予約
▼場所＝大河原合同庁舎
※各イベントには、ことりはうす入館料が別途必
▼内容＝個別相談会（1 回 50 分程度）
要です。
※職業紹介はいたしません
【問・申し込み】
▼対象者＝若年無業者（働きたいけれどもなかな
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
か働けない方）及びその家族
●グランディ ･21 周年祭 2015
▼費用＝無料
県内各地 12 組の宮城の郷土芸能ステージや
▼申込方法＝10月12日
（月）
午後５時までに、せん
70 店舗のみやぎの食・地場産品ブース、スタジ
だい若者サポートステーションへ電話で予約
アム見学ツアーやクイズラリーなどの参加型イベ
【問】せんだい若者サポートステーション
ント、フリーマーケットやニュースポーツなど、
☎０２２−２４６−９６８５
家族で楽しめるイベントが多数開催されます。申
※「せんだい若者サポートステーション」は厚生
し込みは不要です。
労働省の認定事業で、若者の就職の土台作りを
▼日時＝10月25日（日） 午前10時〜午後3時
応援する場です。
●ご存知ですか？中小企業退職金制度
（中退共制度） ▼参加費＝無料（一部イベント有料）
中小企業退職金制度は国がサポートする中小企 【問】宮城県総合運動公園
☎０２２−３５６−１１２２
業のための退職金制度で掛金は全額非課税で手数
●第 30 回「かくよう祭」
料はかかりません。さらに、パートタイマーさん
▼日時＝10月31日(土) 午前9時45分〜午後２時
や家族従業員も加入できます。
▼場所＝宮城県立角田支援学校
【問】
（独）勤労者退職金共済機構
▼内容＝ステージ発表、作品展示、作業学習作品
中小企業退職金共済事業部本部
等即売等
☎０３−６９０７−１２３４
※昼食等が必要な方は各自ご持参ください。
※詳しくは、本校ホームページをご覧ください。
【問】宮城県立角田支援学校
☎０２２４−６３−２５５５
●えずこホール イベント情報
●みちのく・みやぎ矯正展
えずこミュージック♪アカデミーコンサート
▼日時＝11月１日（日）午前9時〜午後3時
19th
▼場所＝宮城刑務所
▼日時＝ 11月29日(日) 午後1時30分 開演
▼チケット（全席自由）＝ 500 円 （当日 600 円） ▼内容＝矯正行政の広報、刑務所作業製品展示・
即売、ちびっこ刑務官写真撮影会等
※発売中
【問】 宮城刑務所作業部門
えずっこひろば
☎０２２−２８６−３１１１
▼日時＝ 10月27日
（火） 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

おしらせばん

12

83-2111

83-5740

10
●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
●エイズ・クラミジア・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎の相談、 族にも大きく影響するものです。精神保健福祉士
抗体検査
が相談をお受けします。本人だけでなく家族が相
相談・検査ともプライバシーはかたく守られ、 談することもできます（要予約）。
性感染症相談は匿名で受けられます。
▼日時＝ 10月21日（水）午後1時30分～4時30分
＜検査＞
▼場所＝仙南保健所
・感染が気になる方は原則無料。
【予約・問合せ】
・検査は予約が必要です。
仙南保健所 母子障害班 ☎５３−３１３２
・検査内容：問診、採血（10ml）
●「全国一斉！法務局休日相談所」を開催します
・検査結果：次の検査日に来所していただき、 ▼日時＝10月４日（日） 午前10時〜午後３時
直接お知らせします（代理不可）
。
▼場所＝仙台法務局大河原支局
▼日時＝ 10月13日
（火）
・27日
（火）
※宮城県内の全ての法務局（８か所で同時開催）
エイズ・クラミジア検査：午後１時〜３時
▼相談内容＝不動産・会社法人登記、戸籍、供託
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査：午後３時〜４時
に関する相談及び近隣トラブルなど人権に関す
▼場所＝仙南保健所
ること。相談には、法務局職員、公証人、人権
＜性感染症や肝炎に関する相談＞
擁護委員、司法書士及び土地家屋調査士が応じ
・電話：平日 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分
ます。
・面接：検査日時に無料で受けられます。
※相談は無料で、秘密は厳守されます。
【予約・問合せ】
【問】仙台法務局大河原支局
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
☎５２−６０５３
●骨髄バンクドナー登録
●社会保険労務士による無料相談会
白血病などで骨髄移植を希望する方に提供者が ▼日時＝10月９日（金） 午前10時〜午後６時
見つかるよう、登録にご協力ください。
▼場所＝大河原駅前「オーガ」２階 研修室
＜登録要件＞
▼相談内容＝健康保険、年金、雇用保険、労災保険、
・年齢：18 歳以上、54 歳以下の健康な方
賃金等に関すること
・体重：男性 45 ㎏以上、女性 40 ㎏以上
【問】社会保険労務士会大河原支部
＜登録の流れ＞
社会保険労務士 星 孝夫
・登録の説明→問診→申込書記入→採血
☎８３−３５０４
▼日時＝ 10月13日
（火）
・27日
（火）
●法の日「司法書士無料法律相談会」
午前９時〜10時
▼日時＝10月10日（土） 午前10時〜午後３時
▼場所＝仙南保健所
▼場所＝蔵王町ございんホール
※献血ルーム（アエル 20・杜の都 AOBA）でも ▼相談内容＝登記（不動産・会社・法人）、相続、
登録できます。
遺言、成年後見、多重債務等に関すること。
【予約・問合せ】
【問】宮城県司法書士会仙南支部
仙南保健所 疾病対策班 ☎５３−３１２１
支部長 渡邉富夫 ☎５４−２１４３
●思春期・引きこもり専門相談
●街の法律家・行政書士による無料法務相談
思春期のトラブルや引きこもりの悩みに対し ▼日時＝10月10日（土） 午前10時〜午後３時
て、精神科医や相談員による相談を行います。本 ▼場所＝白石市ふれあいプラザ
人だけでなく、家族や関係する方が相談すること ▼相談内容＝相続や遺言、成年後見制度、契約等
もできます（要予約）
。
民事上の権利義務等に関すること。※予約優先。
▼日時＝ 10月８日
（木）
・22日
（木）
行政書士には守秘義務があり、秘密は守られま
午後1時30分～4時30分
すので、安心してご相談ください。
▼場所＝仙南保健所
【問・予約】宮城県行政書士会仙南支部
☎８６−３９８７
13
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窓

【事例 2】物干しざおの移動販売のアナウンスが聞こ
えたので呼びとめた。業者は「昔の値段で売っていま
す」とはっきり値段は言わなかったが、常識的な価
全国の消費生活センターに寄せられた物干しざお
格だろうと思い 3 本買い変えたいと伝えた。相手の
等に関する相談件数は大きく増加しており、2014 年
ペースで話が進み、
「長さを調整する」と、うちの物
度は 6 年前の約 6 倍となっています。特に、
自動車に
干しざおを持って行き、その長さにそろって切った新
物干しざお等を陳列して巡回する移動販売等による
しい物干しざおを、3 本で約 13 万円請求された。驚
相談件数は 6 年前の 7.5 倍と増え続けています。
いて、昔の値段ではないじゃないかと抗議したが、
「も
国民生活センターは 2007 年 7月に移動販売等で
う切ってしまったから返品できない」と言われたので、
の物干しざお等の購入に関するトラブルについて、消
もう少し安くならないかと尋ねたところ約 9 万円に値
費者へ被害の未然防止・拡大防止のために情報提供
下げされたので仕方なく現金で支払った。領収書に
を行いました。2008 年度の物干しざお等に関する相
記載されていた電話番号にかけたが、電話は使われ
談件数は大きく減少しましたが、その後再び、高齢
女性を中心に、移動販売でのトラブルが増加しており、 ていなかった。
今回改めて消費者へ被害の未然防止、拡大防止のた
○消費生活相談、まずはお電話を！
め、注意を呼びかけています。
【事例１】移動販売で「物干しざおが 2 本で 1,000 円」 ・村田町消費生活センター（東庁舎４階）
と放送していた。安いと思い 3 本を注文した。
「1 本
午前９時〜午後４時 月･水･金
☎８３−６４０１
49,800 円だが 1 本 40,000 円に値引きをするので、3
・県大河原合同庁舎 県民サービスセンター
本で 12 万円」と言われた。困ってしまい、今そんな
午前９時〜午後４時 月〜金
☎５２−５７００
にお金が無いと言うと「コンビニでおろせるでしょう。 ・宮城県消費生活センター
一緒に行く」と言われた。物干し台に合わせてさお
平日 午前９時〜午後５時 土日 午前９時〜午後４時
を切ってしまったし、恐怖心もあったので、仕方なく
☎０２２−２６１−５１６１
コンビニに一緒に行ってお金をおろして支払った。だ
※祝日・年末年始はお休みです。
まされたと思うが、家族には言えない。
【問】町民生活課 総合窓口班 ☎８３−６４０１

「高額な物干しざお」のトラブルが再び増加!

ご存じですか?

国民年金

国民年金保険料
「5年の後納制度」が始まりました
過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納
付することで、将来受け取る年金額を増せる「後
納制度」が、平成27年10月から3年間限りの特例
として開始されました。ただし既に老齢基礎年金
を受給している方などは、後納制度の利用はでき
ません。
なお、後納制度を利用するには、申込みが必要
です。詳しくは「国民年金保険料専用ダイヤル」
（０５７０─０１１─０５０）または年金事務所
へお問い合わせください。

国民年金基金をご存知ですか

詳しい制度内容については宮城県国民年金基金
（０１２０─６５─４１９２）へお問い合わせく
ださい。

年金担保融資制度について
年金担保融資は、国民年金、厚生年金保険また
は労働者災害補償保険の年金を担保として融資す
ることが法律で唯一認められた制度です。
次の年金証書のいずれかをお持ちで、その年金
を受給している方がご利用になれます。
①国民年金・厚生年金証書
②国民年金証書
③厚生年金証書
④船員保険年金証書
⑤労働者災害補償保険年金証書
年金担保融資の申込みは「独立行政法人福祉医
療機構代理店」と表示された銀行、信用金庫、信
用組合で行うことができます。融資条件等の詳細
は該当の金融機関にご相談ください。
独立行政法人福祉医療機構
ホームページ http://www.wam.go.jp/

国民年金基金は、自営業やフリーランスで働く
第1号被保険者の方の老齢基礎年金に上乗せする
公的な年金制度です。
加入は口数制で、加入時の年齢、給付の型など
により掛金が決まります。また掛金は全額社会保
険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減さ
【問】大河原年金事務所
☎５１−３１１１
れます。
町民生活課 保険年金班 ☎８３−６４０１
法律改正により、平成25年度からは国内にお
日本年金機構ホームページ
住まいの60歳以上65歳未満で国民年金に任意加
http://www.nenkin.go.jp/
入されている方も加入が可能になりました。
おしらせばん
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町

のようす

平成27年8月末日現在

人口････ 11,567人（－13人）
男････ 5,754人（−8人）
女････ 5,813人（－5人）
転入･･ 22人 転出･･ 32人
出生･･ 6人 死亡･･ 9人
世帯数･･･ 3,968戸（＋13戸）

喜び

と

悲しみ

結 婚 お め で と う（敬称略）
薄木
雄 （石 生）
佐久間香名 （白石市）

♥

誕 生 お め で と う（敬称略）
赤ちゃん
さ さ き

両

親

行政区

りん

佐々木 凛ちゃん （康二・香織） 寄

井

髙山 最愛ちゃん（志伸・とも子）本

郷

髙橋 彩心ちゃん （郁弥・聡美） 石

生

佐藤 めいちゃん （文哉・憂佳） 本

郷

たかやま

も あ

たかはし

あ こ

さ とう
さ とう

み さき

佐藤 心咲ちゃん （佑太・聡子） 小泉西町
たかはし

りゅうせい

まつうら

あらた

髙橋

琉星くん （里司・愛沙） 石

生

新くん（茂郎・なゆ子）内

町

玉手 仁菜ちゃん （裕生・加奈） 千

塚

松浦

たま て

にい な

おくやみ申し上げます（敬称略）
氏

名

年

齢

世帯主

行政区

佐藤よし子 （91） 日下正志

本

町

山田

綾子 （87） 本

人

本

町

我妻

春男 （68） 本

人

荒

町

小原

清治 （83） 本

人

菅生下

山家

正壽 （87） 本

人

小泉東

太田

宗二 （84） 本

人

沼辺南

佐々徳治郎 （98） 本

人

本

佐藤

しみ （102） 一

彦

足立西

大槻

司 （84） 本

人

足立西

佐藤

一 （65） 本

人

足立西

渡邉

正壽 （78） 本

人

寄

村田町保健推進員会おすすめ!

ヘルシー献立

10月の献立

白い麻婆豆腐
▼一人分の材料
豆腐 1/4 丁 豚ひき肉 25 ｇ 長ねぎ 10 ｇ にんにく
1/4 かけ しょうが 1/4 かけ サラダ油小さじ１弱
牛乳 50 ㎖ スキムミルク大 1/2
Ａ（酒大さじ 1/2 中華スープの素小さじ 1/2）
水溶き片栗粉（片栗粉小さじ 1/2 水小さじ 1）
塩少々 すりごま ( 白 ) 小さじ 1/2 ラー油適宜
▼作り方
①豆腐は２㎝角に切る。長ねぎ、にんにく、しょう
がはみじん切にする。
②牛乳とスキムミルクは混ぜ合わせておく。
③フライパンにサラダ油を熱し、①の長ねぎ、にん
にく、しょうがを入れ、香りが出たらひき肉を加
える。肉の色が変わったら、Ａを加えて炒める。
④豆腐と②を入れひと煮立ちしたら、塩で味をとと
のえ、水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。
⑤器に盛りつけ、すりごまとお好みでラー油をかけ
る。

献立のエネルギー

187キロカロリー
たんぱく質13.6ｇ

塩分0.9ｇ

※この献立は、平成 25 年度保健推進員会定例研修会
で実施した「牛乳・乳製品を利用したカルシウム
たっぷり」の献立です。
※豆腐は昔から、精進料理として食していた僧侶や、
多く摂っていた地方に長寿者が多いことから、長
寿食といわれてきました。近年に至り栄養学等の
確立によって、極めて良質なタンパク質食品であ
ることが科学的に立証され、栄養面で優れた食品
といわれています。
最近では、癌・高血圧・動脈硬化・心臓病・糖尿
病あるいは肥満等の増加を背景に、これらの発症
の抑制や回復、また健康の維持に有効な食品（機
能性食品）が注目されています。豆腐の成分もそ
れらの機能のあることが次々に解明されており、
まさに豆腐は古くて新しい健康食品なのです。

町

井

「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

10
日

神無月
月

曜

町 民

カレンダー

10月1日～10月31日

休日当番医

10/1 木
2 金
4 日 朝のひとはき運動

内科
外科

5 月
6 火 食生活・健康相談（13:00～15:00
7 水

4

10 月

3 土

要予約）保健センター

2歳6か月児歯科健診(12:15～12:30／H25.2月・3月生)保健センター

☎87-7561
☎51-5500

船岡中央歯科医院

（柴

田）

☎55-0970

薬局

こひつじ薬局
仙台調剤大河原西店

（柴 田）
（大河原）

☎86-4189
☎51-4011

（村
（村

田）
田）

☎83-5503
☎83-2172

10 月

11 日（日曜日）

内科
外科

9 金

（柴 田）
（大河原）

歯科

生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

8 木

日（日曜日）
おおぬま小児科
みやぎ県南中核病院

町南診療所
善積医院

10 土

歯科

玉野井歯科医院

（柴

田）

☎57-1711

11 日

薬局

関谷薬局

（大河原）

☎52-2133

12 月 体育の日
13 火 母子健康手帳交付（13:00～15:00）保健センター
14 水 生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会

10 月

12 日（月曜日・体育の日）

内科
外科

山田医院
毛利産婦人科医院

田）
田）

☎83-2088
☎55-3509

（川

崎）

☎84-4851

（村
（柴

田）
田）

☎83-5641
☎54-2201

さくら内科消化器科
かわち医院
はせ歯科医院
仙台調剤大河原店

（大河原）
（大河原）
（大河原）
（大河原）

☎53-5151
☎52-3115
☎52-1080
☎51-4040

大槻薬局東新町店

（大河原）

☎52-0885

しばた協同クリニック
永沼整形外科
前田歯科医院
つばさ薬局船岡店

（柴 田）
（柴 田）
（村 田）
（柴 田）

☎57-2310
☎54-2244
☎83-6480
☎58-1065

ひまわり薬局

（柴

田）

☎87-8430

（大河原）
（大河原）
（柴 田）
（大河原）
（大河原）

☎52-1058
☎51-3741
☎55-4025
☎52-4275
☎51-4431

15 木

歯科

西村歯科医院

16 金

薬局

村田調剤薬局
銀座薬局

17 土
18 日

10 月

19 月
こころの健康相談（9:30～11:00

要予約）保健センター

20 火 行政相談（10:00～12:00）沼辺地区公民館
行政相談（13:30～15:30）小泉地区公民館
21 水
22 木

生活相談（13:00～16:00）社会福祉協議会
行政相談（10:00～12:00）西足立地区公民館
行政相談（14:00～16:00）菅生地区公民館

23 金
24 土
25 日
26 月 母子健康手帳交付（13:00～15:00）保健センター
27 火
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

18 日（日曜日）

内科
外科
歯科
薬局

行政相談（10:00～12:00）村田町役場
10 月

25 日（日曜日）

内科
外科
歯科
薬局

11 月

1

内科
外科
歯科
薬局

4か月児健康診査（13:30～13:45／H27.6月生）保健センター
29 木 食生活・健康相談（9:00～15:00

要予約）保健センター

30 金
31 土
11/1 日 朝のひとはき運動
2 月
3 火
4 水 すくすく離乳食教室（9:00～9:15／H27.4月・5月生）保健センター

11 月
内科
外科
歯科
薬局

日（日曜日）
日下内科医院
庄司クリニック
歯科ヒライ
村上薬局
さとう調剤薬局

28 水 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／H24.4月・5月生）保健センター

（村
（柴

3

日（火曜日・文化の日）
太田内科
さくらの杜診療所

（柴 田）
（大河原）

☎55-1702
☎51-4625

スエヒロデンタルクリニック （大河原）
船岡調剤薬局
（柴 田）
ペガサス薬局
（大河原）

☎53-4390
☎58-1189
☎87-6097

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

18 日です。
10月は18
おしらせばん
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