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色麻学園大運動会
中学校種目「ムカデ競走」

町の災害情報や避難情報をお知らせ
する「色麻町登録メール」を配信し
ています。
t-shikama@mail.shikama-saigai.jp

新型コロナウイルス対策に関するお知らせ
町民向け支援

町では、国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、次の事業に取り組んで参りま
す。その中の主な事業をご紹介いたします。
事業の詳しい内容につきましては、担当課までお問い合わせください。
事

業

概

問い合わせ先

要

新生児特別
定額給付金

令和３年４月１日から令和４年３月31日までに出生し、本町で住民
登録された子どもを養育する父又は母で、令和３年４月１日時点で
本町に住民登録がある方へ、10万円を支給します。

子育て支援室
☎66−1700

生活安定
再建支援金

休業等により収入が減少し、生計の維持が困難な方に対して、緊急
小口資金又は総合支援資金の貸付決定を初めて受けた方に対し、生
活基盤等の安定化のため、１世帯につき10万円を交付します。

保健福祉課
☎66−1700

地元支援
商品券事業

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた町事業者の事業継続支援
と町民の家計を支援するため、商品券を全世帯へ１世帯あたり1万
円分を配布
※詳細は下記のとおり

産業振興課
☎65−2128

ペ イ

色麻町地元支援商品券【活Pay券】を配布します

１世帯
あた
10,00 り
0円

●色麻町に本店が所在する店舗のみで使用できる「地元店限定商品券」／額面500円×12枚綴り
●地元支援商品券に加盟している全店舗で使用できる「加盟全店共通商品券」／額面500円× ８ 枚綴り

※使用できる店舗は、配布されるチラシで確認してください。

配布方法・時期 町内全世帯に郵送にて６月中旬以降（予定）発送
使 用 可 能 期 間 令和３年７月１日（木）から12月31日（金）まで

新型コロナウイルス感染症防止対策による
新型コロナウイルス感染症防止対策による

イベント等中止のお知らせ

次のイベント等については、中止といたしますので、
町民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

イベント・行事等名

６月13日

消防演習

６月27日

さなぶり大会

８月８日

かっぱのふるさと祭り

９月５日

町民運動会

９月18日

敬老会

対応

中

開催日

新型コロナウイルス感染症に関する
差別や偏見をなくしましょう。コロ
ナ差別をしないことはコロナ対策の
ひとつです。

止

（５月14日時点）

新型コロナワクチン詐欺に注意

国や市町村などの行政機関等が「ワクチン接種に必要」
などと言って個人情報や金融機関の情報を電話やメールで
聞くことはありません。聞かれても答えないでください。
少しでもおかしい、不安だと感じたときは、すぐに「新
型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン ０１２０−
７９７−１８８」にご相談ください。
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

広 報 しかま
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５月に新型コロナウイルスワクチンを接種された方へ
65歳以上の希望者を対象に、新型コロナウイル
スワクチンの集団接種（１回目）を行いました。
コロナウイルスワクチンは１回目の接種から３〜
４週間の間隔を空けて２回目の接種が必要です。２
回目の接種は、町から日時を指定させていただきま
すので、ご了承ください。ご都合がつかない場合は
下記までご連絡ください。なお、対象の方には２回
目の予診票とともにご案内をお送りします。
◆日

◆場 所：保健福祉センター
◆持ち物：接種券、予診票（記入してお持ちくださ
い）、身分証明書（運転免許証、健康保
険証、マイナンバーカード等）
◆お願い：
・接種券と身分証明書がないと接種することができ
ませんので、必ずお持ちください。
・接種は肩のすぐ下に行います。接種がしやすいよ
う、必ず、半袖とすぐに脱げる上着で

程：５月11日、12日、16日に接種した方

→６月５日、６日、７日のいずれか

５月28日、29日、30日に接種した方

→６月19日、20日、21日のいずれか

お越しください。

・予診票は自宅で記入してきてください。
・密を防ぐため、予約時間より早く来ることのない
よう、お願いいたします。

◆ワクチン予約変更・キャンセル：0570−022−292
◆ワクチン接種相談窓口：0570−022−344

色麻町ふるさと納税の実績、ふるさとまちづくり基金の活用状況
①色麻町ふるさと納税の実績
令和２年度は、全国各地の皆様から１千万円を超えるご寄附 【寄附実績】
をいただき誠にありがとうございました。
年 度
ご寄附については、町の発展、充実のために各事業に大切に
令和２年度
活用させていただきます。

件

数

688件

寄

附

額

10,710,000円

②色麻町ふるさとまちづくり基金の活用状況
色麻町ふるさと納税としていただいた寄附金及びその他の寄附金については、色麻町ふるさとまちづくり基
金に積立て、各事業に活用させていただいております。令和２年度の主な活用状況は以下のとおりです。
※詳しい基金の活用状況についてはホームページ（https://www.town.shikama.miyagi.jp/）をご覧ください。

①未来を担う子どもたちの育成、教育を支援する事業
事 業 名

事 業 内 容

寄附金活用額

保育所運営事業

保育所の適正な運営管理を行い、保育環境の

（色麻保育所・清水保育所） 充実を図った。

450千円

②自然、環境の保全に関する事業
事 業 名

事 業 内 容

林道維持事業

森林施業の効率化等を図るため、敷砂利によ
る林道及び作業道の整備を実施。

寄附金活用額
600千円

保育所備品購入

③その他まちづくりを推進するため、特に必要と認められる事業
事 業 名

事 業 内 容

寄附金活用額

保野川ダム
維持管理事業

保野川ダムの施設に係る維持管理のため、幹
線ケーブル交換工事を実施。

4,000千円

問い合わせ先
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☎65−2111

林道及び作業道の整備

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

までご連絡ください。

加美警察署からのお知らせ

〜行政相談委員のご紹介〜

わが町の行政相談委員は、
菅原俊二さん（下黒沢地区）です。

特殊詐欺電話撃退装置を
試してみませんか？！

お気軽にご相談ください
特殊詐欺被害に遭わないためには、
「迷惑電
話防止機能」を有する機器を活用した固定電
話対策を行い、犯人からの電話を直接受けな
い環境をつくることが極めて有効です。
加美警察署では、65歳以上の高齢者の方を
対象に、
「特殊詐欺電話撃退装置」を無料で貸
し出しています。
特殊詐欺電話撃退装置の効果を試してみま
せんか？

行政相談委員は、総務大臣から委嘱されたボ
ランティアで、行政に関する苦情や意見要望を
聴くことができる身近な相談となる方で、定例
的に相談所を開設しています。

日開会︶

色麻町議会４月会議

︵ 月

色麻町議会定例会 月会議が︑ 月
日︵火︶から開会される予定です︒

色麻町議会からのお知らせ

◇歳出の主なもの
・新型コロナウイルス感染症対策費
七千二百四十七万五千円の増

★令和３年度色麻町一般会計補正予算
︵第２号︶
歳入歳出予算の総額に七千五百四十
万九千円を増額し︑歳入歳出予算総額
四十二億九千二百七十万六千円になり
ました︒

■議案
報告／専決処分の報告について︵色麻
町税条例等の一部改正︶
承認／専決処分の承認を求めることに
ついて︵色麻町地域経済牽引事
業促進区域における固定資産税
の課税免除に関する条例の一部
改正︶

議決された主な内容

28

4

2021.６月号

広 報 しかま
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Eメールアドレス

４

議会の傍聴につきましては︑新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため可
能な限り自粛くださいますようお願い
いたします︒

６

☎65−2111
総務課 総務係
問い合わせ先
※台数に限りがありますので、貸し出しをお待ち
いただくこともあります。
※貸し出し期間は、原則３ヶ月です。
※その他の、問い合わせについても、上記までご
連絡ください。

児童手当・特例給付を
受給している方へ
現況届のお知らせ

加美警察署 生活安全課
☎63−2311

※行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間の
有識者で、国の行政機関や独立行政法人、特殊法
人等の業務に関する苦情の相談に応じて相談者に
必要な助言をし、関係行政機関等に苦情を通知し
ます。
また、地方公共団体の業務に関する苦情を受付
けた場合には、必要に応じて、関係市町村に連絡
いたします。さらに、総務大臣に対して、行政運
営の改善に関する意見陳述ができます。

−貸し出しを希望される方は−

児童手当等を受けている方は毎年
６月１日の状況を把握し︑児童手当
を引き続き受給できる要件を満たし
ているか確認するため︑現況届の提
出が義務づけられています︒
受給者の方には現況届の用紙を送
付しますので︑期限内に提出されま
すようお願いいたします︒
今回は対面又は郵送による提出で
はありませんので︑皆様のご理解ご
協力をよろしくお願いします︒

期限厳守

15
２１５６

６

１．提出するもの
現況届用紙︵令和３年６月１日
現在の状況を記入したもの︶
＊世帯の状況に応じて︑その他の
書類を提出していただく場合が
あります︒

３．提出期限
６月 日︵水︶まで
︻問い合わせ先︼
町民生活課 ☎

15

２．提出方法
場
所
役場正面玄関内に提出箱を設
置しておりますので︑投函して
ください︒
受付時間
午前８時 分〜午後５時 分
＊６月９日・ 日は窓口延長日
のため午後７時まで
30

23

65
−

30

木造住宅耐震助成のお知らせ
町では、昭和56年５月以前の木造住宅を対象とし
た木造住宅耐震診断及び耐震改修工事助成事業を行
います。
◎木造住宅耐震診断助成事業
対 象 昭和56年５月以前に建築された木造住宅
（３階建まで）
内 容 町が耐震診断士を派遣し、調査や聞き取り
をもとに耐震性を診断します。
自己負担 8,400円（床面積が200㎡まで。それを超え
ると加算料金があります）
受付戸数 ２戸

意
ご注 い
さ
くだ

オークションサイト・
フリマサイトで野生の農産物を
販売される方へ

・野生の農産物（山菜・きのこ等）については、
産出地域毎に出荷が制限されているものがあ
ります。
出荷制限の対象地域で産出されたものでない
ことを最新の情報で確認してください。
・出荷制限の対象地域以外で産出された食品で
あっても、放射性物質の基準値を超過するも
のの販売は食品衛生法違反となります。
問い合わせ先
厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課
☎03-3595-2337

クマやイノシシの出没に
注意してください。

町内で目撃情報が寄せられています。
農作業の際など、子どもたちだけで遊ぶ場合
は、注意をよびかけてください。
○令和２年度有害捕獲期間中に町鳥獣被害
対策実施隊が捕獲した頭数
・イノシシ32頭 ・クマ８頭
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問い合わせ先

建設水道課

☎65ｰ2224

◎木造住宅耐震改修工事助成事業
対 象 昭和56年５月以前に建築された木造住宅
（３階建まで）で町で実施した耐震診断等
事業による耐震一般診断において危険な住
宅と判定された住宅。
内 容 耐震一般診断で危険な住宅と判定された住
宅の耐震化工事（耐震改修工事又は建て替
え工事）に要した費用に係る10分の８以内
の額で100万円を上限として補助金を交付
します。
受付戸数 ２戸

町内事業所及び企業の方々へ
令和３年経済センサス−活動調査
についてのお知らせ
６月１日を基準日として、
「令和３年経済セ
ンサス−活動調査」が行われます。
５月下旬より担当調査員が各事業所を訪問し、
調査票の配付をしております。
安心のセキュリティ、ご都合に合わせていつ
でも回答可能なインターネットでの回答を推奨
しています。
回答いただいた内容は、統計目的以外（例え
ば徴税資料など）に使用することはありません
ので、安心してご回答ください。

企画情報課からお知らせ
10月20日を基準日として、
「令和３年社会生
活基本調査」が行われます。
この調査は、国民の生活時間の配分及び自由
時間における主な活動について調査し、国民の
社会生活の実態を明らかにすることにより、各
種行政施策の基礎資料を得ることを目的として
行われます。
調査対象地区など詳細が決まり次第、広報紙
等でお知らせをしていきますので、調査へのご
協力よろしくお願いいたします。

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

災害から命を守る
〜自分の命は自分で守る〜

問い合わせ先 総務課 管財消防係 ☎65−2111

「避難ガイドライン」が改定されました
内閣府・消防庁は、災害対策基本法の一部改正を行い、これまでの「避難勧告等に関するガイドライ
ン」の名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン（以下「避難ガイドライン」という）」とし
て公表しました。

「避難ガイドライン」の主な見直し内容については以下のとおりです。

①避難勧告・避難指示の一本化

避難勧告と避難指示については避難指示に一本化し、改定前の避難勧告のタイ
ミングで「警戒レベル４避難指示」を発令

②緊急安全確保措置の指示

災害が発生・切迫し、避難場所等への避難が安全にできないと考えられる状況
で、自宅や近隣の建物等で直ちに身の安全確保するよう促したい場合に「警戒レ
ベル５緊急安全確保」を発令

③警報の伝達及び警告を行うに当たっての配慮

立退き避難に時間を要する高齢者等に早期避難を促すため「警戒レベル３高齢
者等避難」を発令
※「避難ガイドライン」の詳細については、５月中旬に配布したチラシをご覧ください。

避難行動を考えましょう
災害時に避難行動が容易にとれるよう、平時から
防災ハザードマップで自宅周辺や地域で想定される
浸水の深さなどを確認し、日頃から避難先、避難経
路について確認しておきましょう。
また、平時から水や食料品などの自宅の備蓄状況
を確認しておくことも大切です。
災害の危険が迫った時は、
「自分は被害に遭わな

い」などとは思わず、余裕をもって避難行動がとれ
るよう日頃から準備をしておきましょう。

「難」を「避」ける次の全ての行動をいいます。
避難とは、
▲ ▲ ▲ ▲

指定避難所・避難場所への避難
安全な場所への避難（親戚や友人の家、短時間の場合は車の中など）
近隣の高い建物、高台などへの避難
安全が確認できる場合は、自宅での避難

避難所への
の避難だけが
が避難ではありません。
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

広 報 しかま
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インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

令和３年度 各種健（検）診のお知らせ
一般健診・特定健診・後期高齢健診・肝炎ウイルス検査・前立腺がん検診
胃がん検診・大腸がん検診
※結核・肺がん検診は別日程での実施となりますのでご注意ください。

●日

時：６月10日・11日・12日・13日・14日・15日／午前７時〜10時
○３密を防ぐため、対象となる方へは日時を指定し、通知をお送りしています。日程を変更したい方
・申し込み希望の方は事前にご連絡ください。
○14日は夜間も実施します。希望される方は保健福祉課までご連絡ください。

●会

場：町保健福祉センター

●検査内容・持ち物等：封筒またはお知らせをご覧ください。
●その他：○協会けんぽ・共済組合等の被扶養者の方も上記日程で受診可能です。希望される方は保健福祉課へ
事前にご連絡ください。当日は、各保険者が発行する「受診券」と「健康保険証」をお持ちくださ
い。
○風しん予防対策の対象となる方は特定健診等と同時に抗体検査を受けることができます。すでにお
送りしておりますクーポン券をお持ちください。

結核・肺がん検診
●日

時：６月23日・24日・25日・26日／午前８時30分〜11時30分・午後１時〜２時
○３密を防ぐため、対象となる方へは日時を指定し、通知をお送りしています。日程を変更したい方
・申し込み希望の方は事前にご連絡ください。
○24日は夜間も実施します。希望される方は保健福祉課までご連絡ください。

●会

場：町保健福祉センター

●持ち物等：受診票

〜新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのお願い〜

○来場の際は、マスクの着用にご協力ください。
○発熱・風邪症状のある方は受診をお断りいたします。ご了承ください。
○３密を防止するため、なるべく検査を受ける方のみご来場ください。
（介助等必要な方は除く）
○問診時間を最小にするため、問診票の事前記入にご協力ください。

◆ 問い合わせ先

保健福祉課

保健係

☎６６−１７００

成人歯科健診のお知らせ
成人歯科健診のお知らせ 〜健診を受け歯の健康を確認しましょう！〜
歯周病は歯ぐきの病気で40歳以上の約８割の
人が歯周病にかかっていると言われています。し
かし、自覚症状がないために治療が遅れ、歯を失
う原因の第１位となっています。右記年齢の方は
５年に１回の健診対象となっております。歯周病
予防のために、この機会を利用し、歯の健康状態
を確認してみませんか。

対 象 者：令和３年度中に、40歳・45歳・50歳・
55歳・60歳・65歳・70歳になられる方
実施期間：６月１日から12月末まで
健診機関：加美郡内の歯科医院
（要予約）
持 ち 物：健診料金500円
受診券

問い合わせ先

※対象の方には通知していますのでご覧ください。

保健福祉課 保健係
Eメールアドレス

☎66−1700

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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保健・福祉

６月は「食育月間」です。普段の食生活について、ちょっと見直してみませんか？

６月の健診・予防接種

会場：保健福祉センター

保健福祉課☎66-1700

新型コロナウイルス感染症の影響により健診内容が変更になる場合があります。受付時間は対象の方に個別でお知らせいたします。
なお、発達・発育、予防接種、食事などの相談は随時行っております。

行

事

名

日・受付時間

対

象

者

容

持参するもの

身体計測、問診、内科診察、
保健・栄養相談

・問診票
・母子健康手帳
・バスタオル

令和２年５月〜
７月生まれ

身体計測、保健・栄養相談

・問診票
・母子健康手帳

平成30年10月〜
12月生まれ

身体計測、歯科診察

・問診票
・母子健康手帳
・バスタオル

令和３年２月生まれ

４日 13:00〜13:20
（金）

令和３年９月生まれ

１歳すくすく 17日
13:20〜13:30
セミナー
（木）
２歳６ヵ月児 18日
13:20〜13:30
健康診査
（金）

乳児健康診査

内

問診票・予診票は、事前に記入してお持ちください。
＊２ヵ月児健康診査は、母子手帳別冊の実施医療機関にて、添付の健康診査票を記入のうえ受けるようにしましょう。
＊予防接種は体調のよい日に受けましょう。風邪をひいた時は治ってから２週間経過後に受けるようにしましょう。
＊１歳を過ぎたら麻しん・風しん混合ワクチンを受けましょう。
＊日本脳炎ワクチンを３回接種した方は、９歳を過ぎたら日本脳炎ワクチンの４回目を受けましょう。
＊保護者（父、母）以外の人と予防接種に行く時には委任状が必要になります。委任状は保健福祉課にあります。

こんにちは

問い合わせ先
色麻町公民館 ☎65-3110
色麻町地域包括支援センター ☎66-1071

地域包括支援センターです
公民館豊齢者学級タイアップ事業

令和３年度 活き生き長生き講座のお知らせ
●会場：農村環境改善センター

●時間：午前10時〜

新型コロナウイルス感染症対策について
・感染拡大状況によっては中止となる場合がありますのでご了承願います
・マスクの着用をお願いします
・体温測定、手指消毒にご協力願います
・２週間以内の発熱や、咳・鼻水等の風邪症状があった方は参加をお控えくださいますようお願いします

★７月 ９日（金） 開講式／「みんな元気、笑って運動、歌って活き生き」
／講師 元気配達人タクト 代表 青沼 一美先生
★９月 10日（金） 「認知症になっても住み続けられる地域を目指して」
／講師 色麻町認知症キャラバンメイトの会
★10月15日（金） 「みんなで目指そう生涯元気！笑顔で暮らすが長寿の秘訣」
／宮城県レクリエーション協会 副会長 佐藤 雄司先生
★11月19日（金） 「成年後見制度について」／講師

弁護士

大泉 力也先生

★12月10日（金） 「活き活きと輝く自分でいるために（仮）」
／色麻町学童保育施設長 若生 哲雄先生
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生涯学習のひろば

公 民 館 インフォメーション

公 民 館 ・ 社 会 教 育 課
色麻町コミュニティセンター

★幼児教育事業「体育遊び」
日 時
場 所
対象者

学校図書館６月の休館日のお知らせ

６月15日（火）午前10時〜
色麻幼稚園
色麻幼稚園児（年中）

休 館 日：６・13・20・27日
特別整理休館日：25日（金）
開館時間：午前の部
午前10時30分〜正午
午後の部
午後１時30分〜５時
※土曜日は午後４時で閉館します。

★移動図書読書まつり「おはなし会」
日 時
場 所
対象者

☎65−3110
☎65−3616

６月22日（火）午前９時45分〜
色麻幼稚園
色麻幼稚園児

※図書館につきましては新型コロナウイルス感染症の影響により、一部制限を設けて開館しております。ご理解・ご協
力をお願いいたします。なお、今後の情勢によっては、変更になる場合もございますので、ご了承ください。

間

日

程

辰夫
コロナ禍に口を閉じれば淋しくて
口偏の漢字五十ヶ綴る

いしかわこう

小松れい子

そよかぜ

微風を字幕に映しだすやうな
欅若葉の千の木洩れ日

川柳クラブ﹁田園﹂

広 報 しかま
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護

Eメールアドレス

︽永劫に 押してはならぬ 核ボタン︾
︽破られる 定めの記録 成し遂げる︾畑山

著 者 ヨシタケシンスケ
出版社：白泉社
「第13回MOE絵本屋さん大
賞2020」で１位を獲得した作
品です。著者のヨシタケシンス
ケ氏は、月刊ＭＯＥが開催する
絵本大賞で過去に５度も１位を
受賞しています。
「ヘトヘトにつかれたら」、
「ふとっちゃったら」、
「だれも
わかってくれなかったら」、
「せ
かいがかわってしまったら」…。
２コマごとに展開する老若男女
の疑問におもしろく、時には納
得してしまう答えが盛りだくさ
んです。

はつ

あつかったら ぬげばいい

︽特売場 押すな押すなの 人だかり︾
︽ワクチンの 予約で回線 パンクする︾
佐藤 遊子
︽親と子の 押し問答は 平行線︾
︽買い物に マスク忘れて 手でふさぎ︾
鈴木せい子
︽一言の 押しで決まった 農の道︾
︽お茶漬けの さらさらさらと 里の川︾
早坂 実里
︽妻乗せて 車椅子押す 老介護︾
︽去年まで 気付かなかった ゆるい坂︾
戸叶 松子

今月は、色麻学園学校図書館
内公民館図書コーナーから、話
題の絵本１冊をご紹介します。

きよ

＊おすすめの図書＊

こ

※新型コロナウイルス感染症の今後の情勢
によって、運休等となる場合もあります
のでご了承ください。

せせらぎ短歌集

時

10：00〜10：30 10日㈭

仕合わせな一生だった歌詠みの
同人らとの永き交わり

程

修子

日

散る雪を花のごとしと窓にみて
詠みたる母の命日せまる

間

宮子

時

９：45〜10：15 22日㈫

編物の目かずをかぞえてまたほどく
割り算掛け算うとくなりたり 佐藤

程

早坂とし子

日

芽吹く頃 の大樹に耳あてて
水音聞きし若き日思う

巡回場所
清水保育所

間

浅野

巡回場所
色麻保育所

時

９：45〜 10：45 17日㈭

四匹の狐がはねる夢を見た娘が
明神様と遊んだ夜に

巡回場所
色麻幼稚園

佐藤美智子

一人５冊まで ● 返却は次の巡回日
悪天候の場合は、中止することもあります。

春色の香りこぼれる寄せ植えの
桜草えらぶ友の誕生日

●

予約せしワクチン接種にホッとして
桜見上ぐれば早やも葉桜
菅原知恵子

●

かっぱの湯今宵貸し切りのんびりと
今日の疲れを流し去りたり
小松

６月の移動図書館車
「なかよし号」運行予定
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早起き野球大崎支部リーグ戦
に﹁家族サービス﹂が趣味の選
手がいる︒スワッガーバニーズ
遠山幸紀内野手兼投手︵ 歳・
大崎市米袋︶︒
﹁小学１年生を筆頭に４歳︑
２歳の子供達と遊んで︑とびっ
きりの笑顔で﹃パパ！﹄と言わ
れると一番の幸せを感じます﹂
と話す子煩悩︒
遠山選手の野球は︑幼稚園時
代から３歳上の兄に︑古川第三
小学校あすなろヤンキースに付
いて行って始まった︒６年生後
半からは３塁手と投手をこなし︑もう一人好投
手がいて︑仙北大会で優勝するなど敵なしだっ
た︒
古川中時代は︑県大会で３位の好成績でも
﹁悔いが残る﹂という︒何故なら優勝した船岡
中︑準優勝の三本木中とは練習試合では共に勝
っていた︒この悔しさが﹁高校でも頑張ろう﹂
と決心し︑後の成長へと繋がっていく︒
古川高校時代の２年夏︑仙台育英と対戦︒好
投手相手に﹁直球を振ったつもりがスライダー
だった︒こんな投手いるの？﹂と︑３球三振︒
全国レベルを肌で感じた︒この試合をバネに猛
練習に励み︑新チームの主将に抜擢された︒
中学時代︑主将に反発していた事もあり︑ま
とめる難しさや︑責任の重さを痛感させられる︒
そして迎えた最後の夏︑思い出に残る試合が
ある︒順調に勝ち上がった３回戦泉松陵高相手
に特別延長︵無死満塁︶で打席に立った遠山選
手は︑押し出し死球で決勝点を挙げた︒しかし
翌日の新聞には次打者のタイムリーが掲載され︑
周りからは陰の殊勲者と称えられた︒
次のベスト８をかけた利府高校︵準優勝︶戦
は︑完全に呑まれ︑実力を出せないまま敗れる︒悔し
さをバネに主将としても成長し︑チームをまとめた功
績は大きい︒﹁中学時代のメンバーが︑他校でも主力
で頑張っていた︒刺激になっていたから楽しかった﹂
と３年間を振り返る︒
好きな言葉は﹁エブリデイ︑マイラストデイ︵毎日
が 最 後 の日 ︶﹂︒ ハ ー ド ロ ッ ク や ヘ ビ メ タ を 聞 い て 試
合前の気持ちを高めている︒
今後は﹁同年代でシニアチームを結成し生涯野球を
楽しみたい﹂を目標に掲げる︒
緊張感もサインもなく︑楽し
い野球をモットーに︑７月の県
大会に初出場するバニーズ︒
﹁全国大会へは行きたくない︒
何故なら家族に迷惑がかかる﹂︒
何処までも家族を優先する︒

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/
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＝地域コミュニティ推進事業 助成のお知らせ＝
公民館からの
お知らせ

まなび のひろば
〜未来へ羽ばたこう〜
元気はつ
らつ
しかまっ
子

色麻学園大運動会《第1弾》
晴天となった５月15日、「色麻学園大運動会」
が行われました。運動会スローガン「大空に 色麻
魂 燃え上がれ！ 心を一つに 全力勝負」を掲げ、
児童・生徒ともに全演技、精一杯頑張りました。

玉入れ（小学１・２年）
色小ソーラン2021（小学５・６年）

色麻町合同引き渡し訓練

オールメンバーリレー（中学生）

【補助対象事業】※一部
地区運動会・お祭り・講演会・環境美化運
動・花いっぱい運動・防災訓練・防災及び防
犯研修会 等
行政区が主催する地域づくりや地域コミュニティの
活性化を図る目的で行われる地区全世帯を対象とした
事業に対し、事業経費を半額助成します。
実施の際は新型コロナウイルス感染症対策を十分講
じた上で、行っていただきますようお願いいたします。

６月11日（金）に色麻町内の保育
所、幼稚園、小学校及び中学校が合
同で引き渡し訓練を行います。
当日は、学校等の周辺において混
雑が予想されますので、ご協力をお
願いいたします。

詳細については色麻町公民館までお問い合わせください。（☎65−3110）

「全国大会には行きたくない！」

早起き野球
こぼれ話 284

39

６月子育て支援センター事業予定
ーお母さんとちびっ子の遊びの広場ー
◇なかよしキッズクラブ、すくすくサロンは合同で火・木曜日開催です！◇
○なかよしキッズ対象年齢：誕生日が平成27年４月２日〜平成31年４月１日までのお子さん
○すくすくサロン対象年齢：誕生日が平成31年４月２日以降のお子さん
開催日・時間

活

10:00〜11:00

動

名

備

考

・

準

備

物

６月 ３ 日（木）

雨の日でもウキウキ♪
あじさい製作

６月８日（火）

・虫歯予防のためのブラッシング指導と、簡単な
講話を予定しています。
〜ピカピカブラッシング〜
・持ち物：お子さんの歯ブラシ、コップ、タオル

６月10日（木）

・支援センターに飾るあじさいの製作をします。

子育て講座

・テラス、外での活動になります。外靴、帽子等
お子さんに合わせてお持ちください。

しゃぼん玉あそび

・大好きなお家の人にありがとうの気持ちのこもったプレゼン
トを作ります。
６月15日（火） 〜大好きなパパ♪ママへ ・手形を使った製作になりますので、汚れても良い服装
のプレゼント〜
でご参加ください。 ・持ち物：タオル

ファミリーデー製作

６月17日（木）

・ボールプール、ボール、ひも通し、シール貼り、
トンネル、ボックスなど好きなコーナーで楽しく
遊びます。

わいわい広場

６月22日（火）

〜コーナーあそび〜

６月24日（木）

・６月生まれのお子さんは、誕生カード代250円
を集金させていただきます。
＊終了後『おはなし会』へもご参加ください。

お誕生会

＊おはなし会＊

６月29日（火）

・新聞紙を使って、雨の日でも楽しい室内あそびを
紹介します。

新聞紙あそび

＊身長、体重測定日

七夕飾り製作

〜織姫と彦星を作ろう!〜

・織姫と彦星の可愛い七夕飾りを作ります。

子育てホットダイヤル
ご利用について

母親クラブよさこいチーム

子育て、お子さんの健康、栄養等で
何か気になることなどありませんか？
お気軽に何でもご相談ください。

★６月の練習日★

２日㈬・16日㈬ 10：30〜11：30

♪利用時間♪
月〜金曜日
午前９時〜午後４時

♪臨時休館日のお知らせ

児童相談所全国共通ダイヤル
いち

はや

く

１８９

◇虐待を受けたと思われる子どもを見つけたとき‥
◇ご自身が子育てに悩んだとき‥

♪子育てホットメール
kosodate@town.shikama.miyagi.jp

子育て支援センター

☎66ｰ1718・FAX66ｰ1717
Eメールアドレス

６/４（金）、７（月）、21（月）
※上記３日間は 休館
となります。ご了承
ください。

おはなし会
24日（木）

10：50〜11：00

※コロナ感染防止対策により、利用者の制限を
させて頂く場合があります。ご了承ください。
shikama@town.shikama.miyagi.jp
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Information
農業委員会 ☎65−2223
税 務 課 ☎65−2155
町民生活課 ☎65−2156
会 計 課 ☎65−2123
議会事務局 ☎65−2157
建設水道課（建設）
☎65−2224
建設水道課（上下水道）
☎65−2225

役 場
総 務

課 ☎65−2111
☎65−2210
企画情報課 ☎65−2127
教育委員会・教育総務課
☎65−2212
産業振興課 ☎65−2128
担い手支援センター
☎65−2154

保健福祉課 ☎66−1700
公 民 館 ☎65−3110
農村環境改善センター
☎65−3110
色麻町コミュニティセンター
☎65−3616
かっぱのゆ ☎65−4505
農業伝習館 ☎65−4390
色麻町学童保育施設 ☎65−5070

社会福祉協議会 ☎65−2260
シルバー人材センター
☎25−3370
○デイサービスセンター
☎65−5678
○地域包括支援センター
☎66−1071
○子育て支援センター
☎66−1718

各課へお問い合わせされる際は、上記の直通番号をご利用くださいますよう、ご協力をお願いいたします。

町長の日記から

〜色麻町登録メールについて〜

登録はお済みですか？

町長の動静をご理解いただくために５月の公務の
一端をお知らせします。

地震・台風などの自然災害、クマ・イノシシによる
被害情報等、緊急を要する情報を電子メール（登録メ
ール）にて配信しております。
是非、ご登録くださいますようお知らせいたします。
−登録方法−
町広報紙表紙下欄のQRコードから登録または下記
メールアドレス宛に空メールを送信してください。

t-shikama@mail.shikama-saigai.jp
※なお、このサ−ビスは、登録した方のみが対象となります。

企画情報課

☎65−2127

シルバー人材センターからのお知らせ
下記のとおり、刈払機技能研修会を開催いたします
ので、是非ご参加ください。
日 時 ６月９日（水）午前９時30分〜
場 所 色麻町シルバー人材センター
内 容 刈払機の安全操作方法、就業にあたっての応用実技
参加条件 色麻町在住の55歳以上の方ならどなたでも
申込方法 新型コロナウイルス対策により事前申し込み
が必要です。シルバー人材センターへお問い
合わせください。

８日

新型コロナウイルス感染症対策に係る市町村長会議
（大崎市）

10日

新型コロナウイルス感染症対策本部会議

13日

子牛市場（美里町）

14日

大崎地域広域行政事務組合議員全員協議会・組合議会
（大崎市）

15日

色麻学園大運動会

21日

宮城県町村会政務委員会（仙台市）、宮城県町村会町村
長会議（仙台市）、宮城国道協議会総会（仙台市）

26日

大崎地域県市町政策調整会議（大崎市）

27日

色麻町シルバー人材センター定時総会

28日

江合・鳴瀬・吉田川水系改修促進期成同盟会並びに鳴
瀬川総合開発期成同盟会総会（大崎市）、宮城県観光
地所在町村協議会総会（仙台市）、宮城県市町村長会
議（仙台市）

29日

町長杯グラウンドゴルフ大会

色麻町シルバー人材センター（担当：大野）☎25−3370

相

談

名

行政相談
人権相談

相

消費生活相談
農家相談日

談

生活相談
アルコール関連問題
相談・家庭教室
精神保健福祉相談
思春期・青年期
ひきこもり相談
がんなんでも相談

13

2021.６月号

日

時

６月１日（火）
10：00〜12：00
毎週月曜日・木曜日
9：00〜16：00
６月10日（木）
9：00〜15：00
随

時

６月１日（火）
11：00〜
６月16日（水）
14：00〜
６月21日（月）
13：00〜
平日
9：00〜16：00

広 報 しかま

場

所

問

先

農村環境改善
センター

町民生活課

☎65-2156

町民生活課内

相談専用直通電話

☎25-9559

農業委員会

☎65-2223

町社会福祉協議会

☎65-2260

農業委員会
町社会福祉協議会

大崎合同庁舎

面談の場合は宮城県対がん
協会（仙台市青葉区）

務

合

総

課

☎65-2111

備

考

祝日の場合はお休みします。

県北部保健福祉事務所
（大崎保健所 母子・障害第二班）
☎87-8011

アルコールやギャンブルなど複雑な問
題で困っている方の相談に応じます
心の悩みを抱えている方の相談に応
じます

※相談は予約制です

自宅に引きこもっている方やその家
族の方の相談に応じます

宮城県がん総合支援センター
☎022−263−1560

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

みんなの情報ひろば

しかまインフォメーション
お知らせ
労働保険のお知らせ
令和３年度労働保険（労災保険
・雇用保険）の年度更新期間は、

６月１日㈫〜７月12日㈪

です。

管轄の労働局、労働基準監督署、
金融機関で申告・納付をお願いし
ます。
年度更新の申告書は、管轄の労
働局、労働基準監督署への郵送や
電子申請でも受け付けております
のでご活用ください。
なお、年度更新期間内に申告・
納付の手続きが困難な場合には、
年度更新コールセンター（0800
−555−6780）（開設期間は、
７月16日（金）まで通話料無料）
までご相談ください。
年度更新申告書の書き方及び申
告・納付方法等の詳細につきまし
ては、年度更新申告書に同封して
いるパンフレット等をご参照くだ
さい。
厚労省ホームページでもご覧い
ただけます。
厚生労働省・都道府県労働局
労働基準監督署

東北電力からのお知らせ

催

７月19日から、お客さまセンター電
話番号が変更となりますので、お知ら
せします。
《現 行》
●お引越しの申込み
0120−175−266
●その他お申し込み・問い合わせ
0120−175−466

パレットおおさきイベント

↓

《変更後》

●ご契約のお申し込み
0120−066−774
受付用件は、お申し込み用件全般
お引越し、アンペア変更、名義変
更、支払方法変更等
●各種お問い合わせ
0570−550−220
受付用件は、お問い合わせ用件全般
使用量、料金、契約内容照会等

王城寺原演習場での射撃訓練
等実施のお知らせ
建設水道課

☎65ｰ2224

今月も王城寺原演習場で、“射撃訓
練” 等が実施される予定です。
演習場内は、大変危険ですので、絶
対に立ち入らないでください。

町内の身近な話題や情報をお
待ちしています。電話、FAX、
メール等でお寄せください。
《企画情報課》
☎65−2127／FAX 65−2685
kouho@town.shikama.miyagi.jp

◆愛宕山販売の日◆

６月13日㈰・20日㈰
午前10時〜午後１時
農業伝習館前

◆地産地消の日◆６月８日㈫

◆特産品販売の日◆６月22日㈫

午前10時〜午後１時
役場内待合ロビー

※但し、中止となる場合もあります。

税務課からのお知らせ
税務課では、窓口延長日にあわせ、町税及び使用
料等の納付をすることができることといたしました。
なお、窓口延長日に納付する際は、
事前に納付する旨を担当課へ連絡をし
てから来庁くださるようお願いいたし
ます。

今月の窓口延長日／時間
９日・23日／17：15〜19：00

し

大崎生涯学習センター
（パレットおおさき） ☎91ｰ8611
イベント参加の際には、検温、マス
ク着用、手指消毒・咳エチケット、連
絡先記入のご協力をお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症の
状況によっては、休止または延期にな
る場合がありますので、ご了承ください。

星をみる会
天体望遠鏡で季節の星や天体を観望
する会です。
●６月19日
（土）
「月、スピカ、アルクトゥルス」
時 間 午後７時30分〜８時15分
場 所 ふれあい広場（晴天時）、
プラネタリウム館（荒天時）
定 員 30名
受 付 午後７時〜７時30分
その他 中学生以下は保護者同伴。詳
細については、ホームページ
でご確認ください。

こんなのやってるでショー
毎度おなじみの「こんなのやってる
でショー」です。身近な材料で作って
遊びましょう。無料で体験できますの
で、ご家族で気軽に遊びに来てください。
●６月13日
（日）
・27日
（日）
「牛乳パックフリスビー」
時 間 午前10時30分〜11時30分、
午後１時〜１時30分
（１日２回実施）
場 所 みんなの部屋
対 象 中学生以下（未就学児は保護
者同伴）
その他 当日直接お越しください。
ただし、材料がなくなり次第
終了します。

６月の税・使用料金の納期
項
目
月・期別
第１期
町県民税
介護保険料
第２期
下水道分担金
第１期
奨学資金返還金
スクールバス利用者負担金 ６月分
保育所保育料
学校給食費
６月分
上下水道使用料
６月分
清水地区（上郷〜小栗山）

住宅使用料

６月分

納

期

６月25日
（金）

６月25日
（金）
口 座 振 替／６月25日
（金）
口 座 振 替／６月25日
（金）
集金・納付書／６月30日（水）

６月30日
（水）

※口座振替納付の方は、あらかじめ預金残高をご確認願います。
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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Information
金
年

インターネットによる年金相談予約の開始

古川年金事務所
☎23ー１２００

日本年金機構では︑全国の
年金事務所︑街角の年金相談
センター︵オフィスを含む︒︶
において予約制による年金相
談を実施しております︒
従来︑予約のお申し込みに
ついては︑予約受付専用電話
や年金事務所等の窓口などで
承っておりましたが︑令和３
年５月６日︵木︶より︑老齢
年金の タ
※ーンアラウンド請
求書︵緑色の封筒︶が届いた
方を対象に︑インターネット
での相談予約の受付も開始い
たします︒

インターネットからのご予
約は︑土日祝日を含め︑午前
８時から午後 時 分︵従来
は年金事務所等の開所時間内
で受付︶となり︑機構ホーム
ページ内の﹁予約相談につい
て﹂のページから年金相談予
約サイトへアクセス可能とな
ります︒
また︑予約前日にリマイン
ドメールを送らせていただく
ことにより︑お客様の来訪忘
れを防止する対応も実施いた
します︒
今後は︑インターネットか
らのご予約の対象となる相談
内容の拡大も順次検討してま
いります︒
11
30

予約制による年金相談をご
活用いただくことで︑お客様
のご都合にあわせて︑スムー
ズに相談できるだけでなく︑
相談内容にあったスタッフが
事前に準備のうえ丁寧に対応
させていただくことができま
す︒
ターンアラウンド請求書が
届いた方の請求手続きは︑ぜ
ひ︑インターネットによる予
約をお勧めいたします︒

裁定請求書の事前送付
※

支えたら 支えてもらう 国民年金
令和３年５月分保険料の納付期限
（口座振替日）
は
令和３年６月30日
（水）
です。
令和元年５月分納付書の使用期限は、
令和３年６月30日
（水）
です。

わが町から無年金者をなくしましょう

＊今月の窓口延長日は９日と23日です。 17：15〜19：00

窓
出
行政区
鷹巣

・令和３年４月中の届け出です。敬称は省略させていただきます。掲載を希
望しない場合は、町民生活課 窓口で届け出の際にお申しつけください。

生

お悔やみ
氏

中野

名
あお と

葵心

父

母

行政区

年齢

世帯主

良憲

由佳

志津

伊藤とくの

９４

わか

平沢

井上マサコ

９８

養悦

上郷

鈴木きくゑ

９２

清一

早坂

光夫

９０

誠一

早坂つよし

８６

孝悅

下高城
吉田

尊

名

人口と世帯
（

世帯数
人 口
男
女

収集日
1日㈫
2日㈬
3日㈭
4日㈮

収 集 区 域
南大、北大、大原、伝八・除
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
宿、新田、下黒沢、下高城
上高城
一の関、道命、袋、上郷
王城寺、花川沢口
向町、二反田、清水、高根
平沢、小栗山

●６月の燃やせるごみ収集●
収集日
毎週月・木曜日

15

2021.６月号

収集区域
全区域
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●リサイクルの日（紙・布類）収集●
収集日

収

集

区

域

南大、北大、大原、伝八・除
1日㈫ 向町、二反田、上郷、
15日㈫ 王城寺、花川沢口、新田
下黒沢、下高城、上高城
一の関、道命、袋、宿、
8日㈫
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
22日㈫
清水、高根、平沢、小栗山

●プラスチック製容器包装収集●
収集日
収集区域
毎週水曜日
（祝祭日も収集） 全区域

※外国人の方も含む

2,084戸（＋ ７ 戸）
6,597人（− ８ 人）
3,182人（− ２ 人）
3,415人（− ６ 人）

４月のうごき
出
転

生 １人
入 15人

死
転

亡 ８人
出 15人

４月までのうごき
出

●６月の燃えないごみ収集●

令和３年４月末日現在

）内は前月比

生

８人

死

亡 37人

交通事故と火災を予防しよう
■町内の交通事故（令和３年１月〜４月）
発生件数
43件
死亡者数
0人
負傷者数
0人
■町内の火災（令和３年１月〜４月）
発生件数
0件
建物火災
0件
車両火災
0件
林野火災
0件
その他火災
0件

インターネットホームページアドレス https://www.town.shikama.miyagi.jp/

日発行︵№5９８︶

たくさん遊んでたくさん笑ってお姉ちゃん
お兄ちゃんと仲良く元気いっぱい大きくなーれ

年 月

１

「広報しかま」では、このコーナーに登場して
いただける元気なお子さんを募集しています。
詳しくは企画情報課（☎65−2127）まで。

兄に似て仮面ライダーが大好き！
活発な女の子♡これからも仲良く、
喧嘩もしながら元気に成長してね

令和
６

わが家のニンキもの
たくましく外で元気いっぱいに遊ぶ兄弟！
これからも素直で優しい二人のままで大きくなーれ！

■ 広 報 し か ま
３

「わが家のニンキもの」募集中

！！

編集と発行／色麻町役場企画情報課

吉田

邊見

（父

たく

と

匠永くん（７歳）
歩叶くん（５歳）
あい

義浩さん

と

母

宿

秋恵さん）

小川

（父

たい

が

あい

り

大翔くん （５歳）
愛莉ちゃん（３歳）

貴広さん

母

な

彩香さん）

色麻学園大運動会《第２弾》

〒９８１ー４１２２

オープニングセレモニー
開会式後、小学６年生、
中学３年生による「色麻
ソーラン」が披露され、
運動会のオープニングを
飾りました。

宮城県加美郡色麻町四

●６月の休日当番医●

字北谷地

診療日

日中（9:00〜17:00）

こども夜間安心コール
おとな救急電話相談
こども夜間安心コール
☎022−706−7119
☎022−212−9390
又は#7119 ☎022−212−9390
☎022−212−9390
又は#8000

夜間（18:00〜22:00）大崎市古川

おのだクリニック☎67-2228 片 倉 病 院（内科）☎22-0016
６日（日） （加美町・小野田地区）
〃
（外科）
〃

☎０２２９ー

41

ー２１２７

65

か

大原 鎌田 楓奈ちゃん（１歳）
（父 雅昭さん 母 有里さん）

さとう公整形外科☎64-2256 大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃

13日（日） （加美町・中新田地区）

ありまファミリークリニック☎63-2230

20日（日） （加美町・中新田地区）

佐 藤 病 院（内科）☎22-0207
徳永（整）病院（外科）☎22-1111

伊藤医院
☎63-2025 大崎市民病院（内科）☎23-3311
27日（日） （加美町・中新田地区）
〃
（外科）
〃

■印刷

かっぱのゆ 小夏・日帰りプラン

● 公立加美病院の
休日夜間の急患受付 ●
急患については、土曜日、日曜
日、祝日も受付をいたします。
ただし、救急車の対応や入院患
者の急変などにより長時間お待ち
いただく場合があります。
また、頭や心臓などの疾患や外
傷、小児科については対応できな
いこともあります。

受診される際は、
必ず事前にご連絡ください。

☎66−2500

今月の休館日 ◆14日・28日

㈲ 中 村 印 刷

●期 間／令和３年６月１日㈫〜30日㈬
●料 金／お一人様 1,600円
●温泉入浴と個室の食事（お弁当）がセットになった ●メニュー／地場産トマトフライ、
豚キムチハンバーグ、海老マヨ、
お得なプランです。２名様から承ります。
までに（３密防止の為、一室５名様以内）
前
味噌汁、ご飯、香の物
３日予約を！
平日４時間・個室付き。
ご
■平沢交流センターかっぱのゆ ☎65-4505
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

広 報 しかま
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