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　観光物産協会では、第 24 回みちのく宮城の小京
都・村田フォトコンテストを開催中です。村田の自
然風景や観光スポット、各種イベントなど村田の魅
力をとらえた作品をお待ちしております。
▼応募規定
・平成27年１月から12月までに村田町で撮影した

未発表のもの。
・応募点数は一人３点まで。
・撮影対象となる人物・施設等についての撮影許可

及び撮影後の公表についての許可は、応募者の責
任において事前に行ってください。

・サイズは四切プリント（254㎜×305㎜・ワイド
可）とＡ４（210㎜×297㎜）に限ります。

・入賞作品の版権は主催者に帰属し、入賞者には原
版（フィルム）またはデジタルデータを提出して
いただきます。

▼応募方法・締切日
・題名、撮影場所及び撮影日、住所、氏名、年齢、

連絡先を明記してください。
・締切日＝１月８日（金）
▼審査方法・発表
　２月中旬頃に行い入賞者のみに通知します。
▼展示・表彰式
・写真展：３月19日（土）・20日（日）
　　　　　蔵の町並み（応募の全作品を展示）
・表彰式：３月19日（土）
・各賞：金賞１点・銀賞２点・銅賞３点・
　　　　特別賞4点・佳作５点

【問・応募先】
　〒989-1392  村田町大字村田字迫6番地
　村田町観光物産協会（地域産業推進課内）
　☎８３−２１１３  ８３−２１１４

　平成 28 年度の村田町臨時職員の登録者を募集し
ます。登録を希望する方は、下記により申し込みく
ださい。
▼職務内容

　一般事務補助、保健師、保育士、幼稚園教諭など

▼勤務条件
①勤務場所＝本庁または出先機関
②雇用期間

短期間から最長６か月。事業計画の進捗や勤務実
績により、最長６か月の期間を延長する場合があ
ります。

③勤務日＝原則、月曜日〜金曜日
④勤務時間
　原則、午前８時 30 分〜午後５時 15 分
　（職種により勤務日、勤務時間が変わる場合があ
　 ります。）
▼申込対象要件
①年齢要件＝満 18 歳以上満 59 歳以下の方
　　　　　　（平成 28 年４月１日現在）
②その他＝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、総務課秘書人事班まで申し込みください

（郵送可）。なお、提出していただいた履歴書は返却
いたしませんのでご了承ください。指定の履歴書は、
総務課でお渡ししておりますが、町のホームページ
からもダウンロードできますのでご利用ください。
▼受付期間
　１月 15 日から随時受け付けします。
▼登録有効期限
　平成 28 年４月１日から平成 29 年３月 31 日まで
の間です。
　なお、就職等により登録を取り消したい場合は、
速やかに電話などで連絡してください。
▼採用方法
　各部所において必要に応じ登録された方の中から
審査（面接審査や書類審査等）を実施し、雇用され
る方に対し連絡します。
　雇用は不定期（随時）で、職種によっては登録さ
れても期間内に採用されない場合もあります。また、
雇用は選考によるものであり、登録された順番によ
るものではありません。
▼その他＝職種、職務内容等によっては、必要に応
じて各部所で募集する場合があります。

【問・申し込み】

〒989−1392　村田町大字村田字迫６番地

総務課　秘書人事班　☎８３−２１１１

『フォトコンテスト』作品募集中 !!

平成28年度村田町臨時職員の登録について
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　農業委員会に関する法律の改正により、農業委

員の選出方法が変更になりました。今まで選挙で

農業委員が選出されていましたが、今後は、推薦、

公募により、市町村長が選任し、市町村議会の同

意を得て任命することになります。なお、選挙制

度が廃止になったため、毎年行っておりました選

挙人名簿登載申請の手続きが不要となりました。

　また、農業委員のほかに、新たに農地利用最適

化推進委員が設置されることとなり、こちらも推

薦、公募により選出し、農業委員会が委嘱するこ

ととなりました。

　詳しくは、町のホームページをご覧ください。

【問】農業委員会事務局　☎８３−６４０９

　今年の冬も、町内の主要な幹線道路を対象に、

除雪・融雪作業を実施します。作業に際し、次の

ことについてご協力をお願いします。

●住宅の出入口は各ご家庭で除雪してください

　除雪作業後、住宅の出入口に雪がたまることが

ありますが、この雪を取り除くのは非常に難しい

状況です。

　大変申し訳ありませんが、このたまった雪は各

ご家庭などで除雪していただきますようご協力を

お願いします。

●敷地内の雪を道路に出さないでください

　住宅の敷地内にたまった雪を車道や歩道に出す

と、交通障害の原因になりますので、絶対にしな

いようお願いします。

●路上駐車はしないでください

　路上に車があると除雪作業の妨げとなりますの

で、路上駐車はしないようお願いします。

【問】建設課　☎８３−６４０７

　平成28年度の町・県民税申告相談の時期が近づ

いてきました。

　町では、各地区公民館を会場に下記の日程で申

告相談を行います。各地区の詳しい日程について

は、後日配布される「申告相談のお知らせ」をご覧

ください。

●西足立地区公民館ホール

　２月５日（金）〜10日（水）

●小泉地区公民館ホール

　２月15日（月）〜18日（木）

●沼辺地区公民館ホール

　２月19日（金）〜29日（月）

●村田町中央公民館ホール

　３月１日（火）〜10日（木）

●菅生地区公民館ホール

　３月11日（金）〜15日（火）

【問】税務課　住民税班　☎８３−６４０３

　固定資産税は、土地や家屋以外の事業用の資産

（償却資産）についても課税されます。

　法人や個人の方が、事業を行うために用いてい

る構築物や機械等の資産をお持ちの場合、毎年１

月１日現在の償却資産の所有状況を申告していた

だく必要があります。

　平成28年度申告書の提出期限は２月１日（月）で

す。

●太陽光発電設備について

　太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告の対

象となる場合があります。

　下表を参考に、所有する太陽光発電設備につい

て、申告が必要かどうかご確認ください。

　申告が必要な場合は、償却資産申告書を送付さ

せていただきますので、下記までご連絡ください。

発電出力10kw未満

【余剰売電】

発電出力10kw以上

【全量売電・余剰売電】

個　人

（住宅用）

【申告対象外】

売電するための事業用資産

とはならないため、償却資

産の申告は不要です。

【申告対象】

売電して収益を得ることを

目的としているため、事業

用資産に該当します。

個　人

（事業用）

【申告対象】

事業の用に供している資産となります。

「売電されている」「売電されていない」にかかわらず

償却資産として「申告の対象」となります。

（例）遊休地に設置、アパートや工場の屋根の上に設置
法　人

【問】税務課　資産税班　☎８３−６４０３

償却資産（固定資産税）の申告について

除雪・融雪作業への協力のお願い

平成28年度町・県民税申告相談の日程について

農業委員会法の改正について
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食育推進事業（おやこの食育教室）
　町では毎年、保健推進員会と共催で小学校の地

区子ども会を対象とした、おやこの食育教室を実

施しています。

　今年度は３地区（本町・内町・沼田）で実施し

ており、教室では食育の５つの力について参加者

にお話をしています。

１．食べ物の味がわかる力

　かたち・におい・さわった感じ・歯ごたえ・音

など五感でおいしさを感じましょう。

２．食べ物の命を感じる力

　食べ物は自然が育てた生命。食べ物に感謝し、

大切にする心を育てましょう。

３．食べ物を選ぶ力

　健康のために、食べ物を選ぶ力を身に付けてバ

ランスよく食べましょう。

４．料理をする力

　家族と一緒に楽しく料理することで、食べるこ

とにもっと興味をもちましょう。

５．元気な身体のわかる力

　自分が元気かどうかを知りましょう。

　早寝・早起き、さらには運動もして食生活を整

えましょう。

　お話や栄養クイズの後は全員で調理実習を行

い、『料理をする力』、そして料理したものを大

皿に盛って主食・主菜・副菜から『選ぶ力』が付

くようにしました。

　この事業は来年度も続ける予定です。ぜひ皆さ

んの地区でも「おやこの食育教室」を開催してみ

ませんか。

　子どもは食べることを通じて、生きる力、喜び

を学んでいきます。それぞれの家庭で食育の５つ

の力が身に付くように取り組みましょう。

【問】保健センター　☎８３−２３１２

▼日時＝１月22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　生活支援班

　　☎５３−３１２２

　　健康福祉課　社会福祉班

　　☎８３−６４０２

　要介護認定１〜５の認定を受けている 65 歳以

上の方について、寝たきりや認知症など身体状況

の程度が身体障害者等に準ずる者として市区町村

長の認定を受けた場合、所得税の確定申告の際に

障害者控除の対象となります。

　町では、下記の要件に該当する方で、申請によ

り障害者控除の対象者と認定された方に対して、

「障害者控除対象者認定書」を交付しています。

　確定申告にて障害者控除を受ける場合は、あら

かじめ健康福祉課窓口にて、本人または親族の方

が申請し、認定書の交付を受ける必要があります。

　認定結果と認定書は後日送付いたします。確定

申告の際に、届いた認定書を持参して会場で提示

してください。

　また、認定書は複数年使用できます。大切に保

管して、対象者の障害事由などに変更がありまし

たら健康福祉課までご連絡ください。

▼対象要件＝下記のいずれにも該当する方

・65歳以上の方

・要介護認定１〜５の認定を受けている方

※身体障害者手帳（１〜２級）や療育手帳（Ａ）、

精神障害者保健福祉手帳（１級）の交付を受け

ている方は申請の必要はありません。

【問】健康福祉課　高齢福祉班　☎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いる女性の

相談に応じます。（完全予約制・相談無料）

▼日時＝１月 16 日（土）　午後２時〜４時

▼場所＝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

生活保護の相談窓口

女性医師による女性の健康相談

元気が出る！こころとカラダのはなし 65歳以上の要介護認定者の
障害者控除制度について
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平成 28 年　村田町成人式
　平成 28 年村田町成人式を次のとおり開催します。
▼日時＝平成 28 年１月 10 日（日）　午前 11 時
　　　　※受付は午前 10 時から行います。
▼会場＝村田町民体育館
▼対象者＝平成７年４月２日から平成８年４月１

日生まれの町内に住んでいる方、また
は村田第一中学校及び村田第二中学校
卒業生

各地区新年会のお知らせ
○沼辺地区公民館
▼日時＝１月 10 日（日）午後１時 30 分
▼場所＝沼辺地区公民館　和室
○菅生地区公民館
▼日時＝１月 24 日（日）午前 10 時
▼場所＝菅生地区公民館　大ホール
○姥ヶ懐地区公民館（移動新年会）
▼日時＝１月 10 日（日）　正午
▼場所＝小原温泉　かつらや

【問】生涯学習課（中央公民館内）☎８３−２０２３

沼辺地区新春講演会
▼日時＝１月 31 日（日）　午後１時 30 分
▼場所＝沼辺地区公民館　和室
▼演題
　『駐在の妻たちの 3.11　防災を考えるヒント !』
▼講師＝佐藤　由美子氏（村田駐在所長夫人）
※入場は無料で、事前申込不要です。

【問】沼辺地区公民館　☎５２−１６４４

『仙南青年フェスティバル 2016 in かくだ』
　今年は「おらほの『わ』〜我・和・笑・輪〜」
をテーマに角田市で開催します。青年たちによる
歌やダンスなどのステージ発表や作品展示のほ
か、お昼には数量限定でジャンボのり巻作りとと
ん汁の無料提供もあります。参加者全員で行うア
トラクションでは景品も用意しております。皆さ
んのご来場をお待ちしております。
▼日時＝２月７日（日）午前９時 45 分〜午後４時
▼場所＝角田市市民センター（角田市角田字牛舘10）
▼内容＝ステージ発表、作品展示、アトラクション

【問】角田市教育委員会生涯学習課（市民センター内）
　 ☎６３−２２２１　 ６３−５６３３

視聴覚教材センター移転と愛称決定のお知らせ
　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
ューアルします。
　また、ご応募いただいた新しい視聴覚教材セン
ターの愛称は、「あずなびあ」に決定しました。
▼新連絡先　〒 989-1267 大河原町字小島１−１

☎５２−３４３３  ５１−１１３０（えずこホールと共用）
※電話番号に変更はありません。

子育て支援センター１月の予定
○わんぱく広場　　対象：２歳以上

日時＝１月 20 日（水）午前 10 時 15 分〜 11 時
場所＝子育て支援センター
内容＝「鬼の面作り」※申込不要

○よちよち広場　　対象：０歳 ･ １歳
日時＝１月 27 日（水）午前 10 時 15 分〜 11 時
場所＝子育て支援センター
内容＝「鬼の面作り」　※申込不要

○誕生会　　対象：１月生まれの未就学児
日時＝１月 14 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＝１月 13 日（水）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。

★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

▼開設期間＝２月 10 日（水）〜３月 15 日（火）
▼開設時間＝午前９時〜午後５時
（開設時間内に申告書作成を終えられるよう、お
早目のご来場をお願いします。）

▼会場＝大河原税務署　東庁舎２階会議室
　なお、開設期間前は申告書作成会場を設置して
おりません。
　また、会場は大変混雑し、長時間お待ちいただ
く場合があります。国税庁ホームページの「確定
申告書等作成コーナー」を利用した、ご自宅での
申告書作成をぜひお試しください。
※税務署敷地内駐車場は台数に限りがありますの

で、公共交通機関等をご利用ください。
※土・日・祝日は開設しておりません。
※会場では、「手引き」や「パソコン」を利用し

て、ご自身で申告書を作成していただいており
ます。

■国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp
【問】大河原税務署　☎５２−２２０２

子育て支援センターからのお知らせ

生涯学習課・公民館からのお知らせ

大河原税務署　申告書作成会場について
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文化体験プログラム事業
『小正月行事を体験してみよう !!』を開催します
　元旦を大正月というのに対して、１月 14 日か

ら 15 日にかけてを小正月と言います。

　昔から小正月に行われてきた風習や行事を、楽

しみながら体験してみませんか。

▼日時＝１月11日（月・祝）午前10時〜正午

▼場所＝歴史みらい館

▼内容＝餅つき、団子刺し体験、関場七福神舞、

　　　　関場田植踊の鑑賞

▼参加費＝無料

※事前申込は不要で、どなたでも参加できます。

『歴史みらい館豆まき会』を開催します
　季節の分かれ目の立春には鬼がでてくるとさ

れ、豆を撒くことでこの鬼を払い、一年間病気に

かからないように祈願します。

　一足はやく、歴史みらい館で鬼退治をしてみま

せんか。楽しいゲームもあります。

▼日時＝１月30日（土）　午前10時〜11時45分

▼場所＝歴史みらい館

▼内容＝絵本読み聞かせ、創作活動、豆まき等

▼参加費＝無料

「美雨 13 歳のしあわせレシピ」／

作　しめのゆき　絵　高橋和枝／ポプラ社

　ある雨の日、学校から帰ると、家の中にはお料理

のいい匂いが立ちこめていた。ほら、包丁の音も。

大鍋にグツグツとなにかが煮えていて。コトコト音

を立てている中くらいの鍋は、きっと肉じゃがだ。

家事などしたこともないお父さんが超本格的な料

理をしていて…お母さんは家出していた…!!

家族のドラマは波乱万丈です。

でも、心に美味しい、幸福な物語です。

CD コーナー新設
～みらい館に CD コーナーができました～

　寄贈された CD が 100 枚程集まり、ヘッドホ

ンを使用して、館内で視聴ができるようになりま

した。

　なつかしい曲が多いですが、この機会に、ぜひ、

癒しのひと時を過ごしてみては、いかがでしょう

か。

　自分の聴きたい CD を選び、カウンターに声掛

けしてください。すばらしい曲が聞こえてきます

よ。

●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）

●１月の休館日＝ 1 〜 5 日・12 日・18 日・25 日

【問】歴史みらい館　☎８３−６８２２

今月の歴史みらい館

▲昨年の様子
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■社会保障・税・災害対策等の各分野の手続きで

　マイナンバーの利用が開始されます !

　今月より、番号法や条例で定められた手続き等

で、マイナンバーの提示が必要になります。

　窓口等で手続きを行う際は、手続きを行う方のマ

イナンバーの確認と身元の確認を行う必要がありま

すので、通知カードと併せて運転免許証などの身分

証明書もご持参ください。

　なお、個人番号カードをお持ちの方は、個人番号

カードのみで番号確認と身元確認が可能です。

［番号確認書類と本人確認書類］

①個人番号カード

個人番号カード１枚で、番号確

認と本人確認が可能なため、他

の書類は不要です。

②通知カード＋写真付きの身分証明書

＋

以下から１点

・運転免許証

・パスポート

・身体障害者手帳 等

③通知カード＋その他の本人確認書類

＋

以下から２点

・医療保険の被保険者証

・年金手帳

・児童扶養手当証書

・住民票の写し 等

※代理人が手続きをする場合は、上記のいずれかの

書類の他に、代理権を証明する書類や代理人の身

元確認書類等も必要になります。

■マイナンバーの提示が必要となる手続きは？

　以下の手続き等において、マイナンバーの提示が

必要になります。なお、今後マイナンバーの利用範

囲は順次拡大していく見込みです。

［住民異動手続き］

　住民異動に関する届出（住所変更等）や戸籍に関

する届出（婚姻等による氏名の変更等）を行う際

に、通知カードまたは個人番号カードに記載された

内容の変更が必要。

［社会保障分野］

▼年金分野

　年金の資格取得や給付等に関する手続きの際に必要。

▼労働分野

　雇用保険等の資格取得や給付等に関する手続き、

ハローワーク等の手続きの際に必要。

▼福祉・医療・その他分野

　以下の手続きの際に必要。

・各種医療保険等の保険給付の支給等に関する手続き

・保育所における保育の実施等に関する手続き

・予防接種の実施に関する手続き

・身体障害者手帳の交付等に関する手続き

・障害福祉サービスの提供や障害者支援施設等への

入所等の手続き

・生活保護に関する手続き

・町営住宅の入居等に関する手続き

・児童扶養手当の支給等に関する手続き

・母子健康手帳の交付等に関する手続き

・健康増進事業の実施等に関する手続き

［税分野］

　確定申告や、町に提出する町税等の減免申請等の

手続きの際に必要。

［災害対策分野］

　被災者台帳の作成や被災者生活再建支援金の支給

等に関する手続きの際に必要。

［その他］

　上記の他、町が行う各種医療費助成に関する手続

きの際に必要。

■通知カードが届かない場合

　受取人の不在等の理由により、一部の世帯で通知

カードがお手元に届いていない場合があります。

　まだ通知カードが届いていない場合は、町民生活

課（☎８３−６４０１）へお問い合せください。

【問】企画財政課　まちづくり推進班

　　☎８３−２１１２

今月よりマイナンバーの利用が開始され、
個人番号カードの交付も始まります！

■マイナンバーに関する詳しい情報
　内閣官房ホームページ

マイナンバー 検索 

■マイナンバー総合フリーダイヤル
☎０１２０－９５－０１７８（無料）
平　日：午前9時30分～午後10時00分
土日祝：午前9時30分～午後5時30分
※年末年始（12/29～1/3）を除く
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平成28年１月の納税・保険料・使用料

期限内の納入をお願いします。

①固定資産税　　　　　　　　４期分

②国民健康保険税　　　　　　10期分

③介護保険料　　　　　　　　10期分

④後期高齢者医療保険料　　　７期分

⑤水道使用料　　　　　　　　１月分

⑥下水道使用料　　　　　　　１月分

【問】〈固定資産税・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

今月の行政相談

　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＝１月20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

　11月６日から12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 20 0.05 ～ 0.07

村 田 小 学 校 ４ 0.03 ～ 0.04

村田第二小学校・沼辺児童館 ４ 0.06 ～ 0.06  

村 田 第 一 中 学 校 ４ 0.04 ～ 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 0.04 ～ 0.05

村 田 保 育 所 ４ 0.06 ～ 0.07

村 田 児 童 館 ４ 0.06 ～ 0.07
　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 ６ ０

学校給食センター ８ ０

住民持込み農林産品等 ５ 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

　
守ろう！暮らしの安全・安心

一酸化炭素（CO）中毒に注意!!

　これから寒さが増すごとに暖房器具等の使用が

多くなり、一酸化炭素（CO）中毒事故が発生する

恐れがあります。

　一酸化炭素（CO）は、無色・無臭で空気より軽

い、身近な有毒ガスです。

　また、中毒に気付いた時には、症状が著しく悪

くなる場合があります。

▼症状

低濃度の場合：頭痛・めまい・吐気

高濃度の場合：意識がなくなる・死に至る場合が

ある

▼事故防止ポイント

○こまめな換気を行う

　こまめな換気により、室内の一酸化炭素（CO）

濃度が下がることから、暖房器具を使用の際は、窓

などを開けるなどして換気を十分に行いましょう。

○暖房器具の点検と清掃を行う

　不完全燃焼により一酸化炭素（CO）が発生する

ことから、定期的な点検と清掃を行ってから使用

するようにしましょう。

【問】大河原消防署 村田出張所  ☎８３−２４０８

緊急速報メールによる特別警報の配信について

　気象庁が発表する緊急地震速報及び津波警報に

ついては、携帯電話事業者を介して、携帯電話ユー

ザーに緊急速報メールで配信しておりますが、平

成 27 年 11 月 19 日からは、これらに加えて気象

等（大雨、暴風、大雪等）及び噴火に関する特別

警報についても、配信しております。

　この緊急速報メールを受信した場合は、直ちに

町の避難情報に従うなど、適切な行動をとってく

ださい。

●気象庁HP　http://www.jma.go.jp/jma/

kishou/know/tokubetsu-keiho/

【問】気象庁　仙台管区気象台

　　　☎０２２−２９７−８１０２
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AZ9 ジュニア・アクターズ第 23 回公演
ザオーランドカウガール
▼日時＝ 2月13日(土)・14（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（当日各 200 円増）
　※未就学児童入場不可
えずっこひろば
▼日時＝１月13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
臼で餅つき大会
　臼と杵で餅をついて雑煮やあんこ等で食べま
す。ミズキを使った団子刺しも体験できます。
▼期日＝１月9日（土）・10日（日）
▼時間＝午前11時30分〜午後２時
▼参加費＝無料
▼定員＝ 50 名
雪上トレッキング
　動物の足跡や野鳥を観察しながら、白銀の森を
スノーシューでゆっくり歩きます。
▼日時＝１月17日（日）・24日（日）・31日（日）
▼時間＝午前10時〜正午
▼参加費＝ 500 円（スノーシュー、保険料込み）
▼定員＝ 20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

●「110 番の日」広報キャンペーン
　子供用の警察制服を着て、パトカーや白バイに
自由に乗れます。
▼日時＝１月10日（日）　午後１時〜３時
▼場所＝フォルテ内　第２アトリウム広場

【問】大河原警察署　地域課　☎５３−２２１１
●東北方面音楽隊第 52 回定期演奏会
▼日時＝２月27日（土）午後１時〜３時
　　　　　　　　　　午後５時30分〜７時30分
▼場所＝東京エレクトロンホール宮城
※入場は無料ですが、往復はがきによる応募が必

要です。
▼応募方法＝往信の裏面に①住所②氏名③希望公

演時間④人数（２人まで）⑤車椅子席の希望有
無を記入してください。

▼申込先＝〒 983-8580（住所の記載不要）
　東北方面総監部広報室「定期演奏会係」
※返信の表面にもご自身の郵便番号、住所、氏名

を記入してください
▼申込期限＝１月 29 日（金）必着

【問】東北方面総監部広報室
　　☎０２２−２３１−１１１１（内線２３７３）

●放送大学４月生募集
　放送大学では、平成28年度第1学期（4月入学）
の学生を募集しています。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・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＝３月20日（日）まで

【問】放送大学　宮城学習センター
　　☎０２２−２２４−０６５１
●宮城いきいき学園 平成 28 年４月 入学生募集
▼対象＝県内居住の概ね60歳以上の方
▼場所＝①仙南校②大崎校③石巻校④気仙沼・本
　吉校⑤登米・栗原校
▼募集人員＝各校40名
▼学習日＝年間22日（２学生制）
▼内容＝生きがいと健康づくりを目指し、地域活 
　動の指導者として必要な内容を身につけます。
▼募集期間＝２月29日（月）まで
▼入学金＝5,000円　▼受講料＝年間20,000円

【問・申し込み】
　宮城県社会福祉協議会　いきがい健康課
　☎０２２−２２５−８４７７
●平成 28･29 年度「国有林モニター」募集
　東北森林管理局は、国有林の管理・経営に皆さ
まの声を役立てていくため、モニターを募集して
います。
▼募集人員＝48名程度
▼任期＝２年間（平成28年４月〜平成30年３月）
▼内容＝アンケートへの回答、現地見学会・国有
林　モニター会議への参加など
▼募集期間＝１月 29 日（金）まで〔当日消印有効〕

【問】東北森林管理局　企画調整課　林政推進係
　　☎０１８−８３６−２２２８　 ０１８−８３６−２０３１
　　ホームページ　http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
　みやぎ県南中核病院では、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
ホームページまたは総務課人事係までお問い合
わせください。
▼職種・採用予定人数
　助産師　若干名、看護師　10名程度
　看護師（訪問看護ステーション勤務）１名
　薬剤師　若干名
▼受付期間＝１月27日（水）まで
▼試験日＝２月６日（土）

【問】みやぎ県南中核病院　総務課人事係
　　☎５１－５５００(代)
　　（平日　午前8時30分〜午後5時）
　　ホームページ
　　http://www.southmiyagi-mc.jp
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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＝１月 12 日（火）・26 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＝１月 12 日（火）・26 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＝１月14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＝１月20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
●「高齢者・障害者のための成年後見相談会」
　成年後見・保佐・補助等の法定後見及び任意後
見に関する相談を無料で開催します。予約優先で
す。
▼日時＝１月16日（土）午後１時30分〜４時30分
▼場所＝仙南司法書士相談センター
　　　　大河原町大谷字町向 100-9　☎５３−７１１６

【問】宮城県司法書士会　☎０２２−２６３−６７５５
●宮城県の最低賃金の改正について

地域別最低賃金 時間額

宮城県最低賃金 726円

効力発生日：平成27年10月３日

特定（産業別）最低賃金 時間額

①鉄鋼業 827円

②自動車小売業 795円

③電子部品・デバイス・電子回

路、電気機械器具、情報通信

機械器具製造業

783円

効力発生日：①平成27年12月13日

　　　　　　②平成27年12月25日

　　　　　　③平成27年12月18日

【問】宮城労働局賃金室　☎０２２−２９９−８８４１

●えずこホール　イベント情報
『えずこ寄席　柳家喜多八　独演会』
▼日時＝２月19日(金)・20日(土)　午後２時開演
▼チケット（全席指定）＝一般3,000円、U-24 

1,500円（当日各500円増）
　※未就学児童入場不可

1

83-2111 83-5740



公的年金等の源泉徴収票が送付されます

　20歳から60歳まで、国民年金への加入は長期
間にわたります。年金制度の役割を正しく理解し
ておくことが将来の安心につながります。

【世代と世代の支え合い】
　日本の年金制度は、現役世代の納めた保険料を
現在の受給者の年金給付に充てるという「世代と
世代の支え合い(世代間扶養)」の仕組みを基本と
しています。この仕組みによって
・物価に応じた年金額に調整
・亡くなるまで年金を支給
・万一のとき遺族・障害年金を支給
などが可能となっています。

【みんなが加入する国民年金】
　国民年金と被用者年金（厚生年金及び共済年
金）を合わせて公的年金と言います。このうち国
民年金は、公的年金全てに共通する「基礎年金」
として重要なものです。
　日本に在住する20歳以上60歳未満の方は、職
業・性別・国籍などに関係なく、基礎年金である
国民年金に加入しなければなりません。

【加入資格は3種類】
■国民年金第１号被保険者
　自営業、農業、学生、無職の方など
■国民年金第２号被保険者
　厚生年金または共済組合に加入している方
（厚生・共済年金と同時加入）
■国民年金第３号被保険者
　第2号被保険者に扶養されている配偶者
【万一のときの備えになります】
　公的年金には障害年金・遺族年金など、満65
歳未満でも受給できる年金があります。ただし、
未納が一定期間以上ある場合は申請できません。
　万一に備えるためにも、国民年金保険料は期限
までに納めるようにしましょう。

　老齢または退職による公的年金を受けとられた
方へ、「公的年金等の源泉徴収票」が1月中に送
付されます。
　紛失などで再発行を希望する場合は、年金事務
所窓口または「ねんきんダイヤル」にお問い合わ
せください。
 【問】大河原年金事務所　　　　☎５１−３１１１
　　町民生活課　保険年金班　☎８３−６４０１
　　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/

～新成人の皆さんへ～
　　　　　　　20歳になったら国民年金!

　内閣府のコールセンターや地方公共団体、消費生

活センター等に、マイナンバー制度に便乗した不正な

勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、

手紙、訪問等に関する情報・相談が増加しています。

　消費者庁や国民生活センターでは、注意喚起を行

っています。

《実際に被害にあった事例》

　市役所の職員を名乗る者が訪問し、「市役所から来

た。マイナンバーカードにお金が掛かる」などと言われ、

マイナンバーカードの登録手数料名目にお金をだまし

取られた。

《被害に遭いそうになった事例》

　市役所の職員を名乗る者から「あなたのマイナンバ

ーが流出している。登録を抹消するには第三者から

名義を貸してもらう必要がある」などと電話があり、

さらに別の者から「名義貸しは犯罪になって逮捕され

る」などと言われ、解決するためにお金を要求された。

被害者がお金を引き出しに行ったところ、金融機関

の職員が不審に思い警察に通報した為、被害に遭わ

なかった。

《不審な電話、メール、手紙、訪問等に関する事例》

①「マイナンバー制度が始まるとあなたの預金が分か

ります。金（きん）を隠し財産にしませんか」とい

う電話があり、不審に思って電話を切った。

②スマートフォンに「重要　マイナンバーについて」と

題するメールが届いた。「マイナンバーの個人情報

漏えいが発覚し、このままでは携帯電話が使えな

くなる」などと危機感をあおる文章で、手続きの

為に別のサイトに誘導するアドレスが記載されてい

た。

③「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査

中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険

の契約状況等を聞かれた。

★消費者ホットライン　１８８（いやや！）

★警察　相談専用電話　＃９１１０

○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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マイナンバー制度に便乗した不審な電話に注意!

消 費 者 の 　 　 窓

国 民 年 金ご存じですか?



▼一人分の材料

小松菜 50 ｇ　もやし 25 ｇ　ハム１/4 枚

Ａ（しょうゆ 2 ｇ　砂糖少々　酢少々　こしょう少々

ごま油少々）

▼作り方

①鍋にたっぷりのお湯をわかし、小松菜をゆでる。

冷水にとり、水気をしぼってから３㎝に切る。

②もやしはさっとゆで、水気を切る。ハムは半分に

切り、細めのせん切りにする。

③Ａを混ぜ合わせ、①②を和える。

　

※この献立は平成 25 年度おやこの食育教室で実施し

た献立です。

※小松菜はβカロテン（ビタミン A）、ビタミン K、

B 群、C、カルシウム、カリウムなど多くの栄養を

含んでいる野菜です。

　中でも代表的なのが、カルシウムの含有量が豊富

なことです。カルシウムというとほうれん草を連

想しますが、小松菜はほうれん草の 3 倍以上のカ

ルシウムがあります。カルシウムは、骨の材料に

なる栄養成分で、高齢者の骨そしょう症を改善、

予防する効能があります。最近は、温室栽培が増

えてきて、1 年中手に入れることができますが、一

番おいしくて栄養が多いのは、11 月〜３月の冬場

です。

おしらせばん11

町 のようす 平成27年11月末日現在

人口････ 11,523人（－31人）
男････     5,733人（－16人）

女････     5,790人（－15人）

転入･･ 23人 転出･･ 39人

出生･･   2人 死亡･･  17人

世帯数･･･ 3,967戸（－5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

1月の献立

小松菜とハムの和え物

【問】保健センター　☎８３−２３１２

赤ちゃん 両　親 行政区

小
お

山
やま

　七
なな

瀬
せ

くん （英之・亜己） 石　生

岩
いわ

間
ま

　光
こう

星
せい

くん （光政・理恵） 小泉中

佐
さ

藤
とう

　　健
たける

くん （武志・文恵） 小泉西町

西
さい

城
じょう

　花
か

純
すみ

ちゃん （真・愛） 千　塚

♥ 佐山　忠彦 （足立東）
田中　優子 （柴田町）

♥ 鈴木　達士 （本　町）
関　　彩織 （小泉東）

喜び  と 悲しみ

氏　名 年　齢 世帯主 行政区

吉野　弘信 （72） 本　人 千　塚
佐藤ミツエ （99） 本　人 足立西
佐藤　洋子 （62） 俊　則 足立西
齋藤　とも （82） 克　己 千　塚
齋藤あけみ （66） 　樹　 本　郷
秋保　善作 （91） 善　充 本　郷
大沼　勝一 （71） 本　人 小泉中
大沼　雅俊 （70） 本　人 薄　木
布田なみへ （84） 本　人 小泉西町
的場　弘治 （90） 弘　喜 足立東
眞壁　正二 （88） 本　人 小泉西町
村上ノブ子 （79） 光　博 足立東
浅野喜枝雄 （78） 本　人 姥ヶ懐

献立のエネルギー　57キロカロリー
たんぱく質4.2g　塩分0.7g
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1 睦　月睦　月
月 カレンダー町 民

1月は　　日です。1月は　　日です。171717

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

休日当番医

内科 おおぬま小児科 （柴　田） ☎87-7561
外科 善積医院 （村　田） ☎83-2172
歯科 としみ歯科クリニック （大河原） ☎52-8143
薬局 こひつじ薬局 （柴　田） ☎86-4189

関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

　 10 日（日曜日）

内科 町南診療所 （村　田） ☎83-5503
外科 毛利産婦人科医院 （柴　田） ☎55-3509
歯科 乾歯科医院 （柴　田） ☎56-2766
薬局 銀座薬局 （柴　田） ☎54-2201

 　　  11 日（月曜日・成人の日）

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
外科 かわち医院 （大河原） ☎52-3115
歯科 いのうえ歯科医院 （大河原） ☎53-8020
薬局 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

大槻薬局東新町店 （大河原） ☎52-0885

 　　  17 日（日曜日）

内科 さくら内科消化器科 （大河原） ☎53-5151
外科 永沼整形外科 （柴　田） ☎54-2244
歯科 内田歯科医院 （柴　田） ☎57-1818
薬局 仙台調剤大河原店 （大河原） ☎51-4040

ひまわり薬局 （柴　田） ☎87-8430

 　　  24 日（日曜日）

内科 しばた協同クリニック （柴　田） ☎57-2310
外科 庄司クリニック （大河原） ☎51-3741
歯科 えんどう歯科医院 （大河原） ☎53-2555
薬局 つばさ薬局船岡店 （柴　田） ☎58-1065

さとう調剤薬局 （大河原） ☎51-4431

 　　  31 日（日曜日）

内科 日下内科医院 （大河原） ☎52-1058
外科 さくらの杜診療所 （大河原） ☎51-4625
歯科 大友歯科医院 （柴　田） ☎57-2120
薬局 村上薬局 （大河原） ☎52-4275

ペガサス薬局 （大河原） ☎87-6097

2月 　７ 日（日曜日）

内科 太田内科 （柴　田） ☎55-1702
外科 善積医院 （村　田） ☎83-2172
歯科 後藤歯科医院 （大河原） ☎52-2533
薬局 船岡調剤薬局 （柴　田） ☎58-1189

関谷薬局 （大河原） ☎52-2133

 1月   1 日（金曜日・元日）

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 大河原歯科医院 （大河原） ☎52-2250
薬局 やすらぎ調剤薬局 （村　田） ☎83-6890

仙台調剤大河原西店 （大河原） ☎51-4011

　　  2 日（土曜日・年始）

内科 甘糟医院 （大河原） ☎53-1460
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 ひがし薬局大河原 （大河原） ☎51-3055

アイランド薬局 （大河原） ☎53-4189

　　  3 日（日曜日・年始）

日 曜 1 月 1 日～ 1 月 31 日

1/1 金 元旦

2 土

3 日

4 月

5 火 食生活・健康相談（9:00 ～ 15:00　要予約）保健センター

6 水 生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月 成人の日

12 火 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター

13 水
すくすく離乳食教室（9:00 ～ 9:15/H27.6 月 ･7 月生）保健センター

生活相談（13:00 ～ 16:00）社会福祉協議会

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火 こころの健康相談（9:30 ～ 11:00　要予約）保健センター

20 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/H27.1 月生）保健センター

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月 母子健康手帳交付（13:00 ～ 15:00）保健センター

26 火

27 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

１歳６か月児健診（12:00 ～ 12:15/H26.5 月・6 月生）保健センター

４か月児健診（13:30 ～ 13:45/H27.9 月生）保健センター

28 木

29 金

30 土

31 日

2/1 月

2 火 食生活・健康相談（9:00 ～ 15:00　要予約）保健センター

3 水 2 歳６か月児歯科健診（12:15 ～ 12:30/H25.6 月 ･7 月生）保健センター

4 木


