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加美農業高等学校で、
「獣害対策用具 −くくりわな−」を実践！

かっぱ
の

町と連携し、地域ぐるみで野生動物問題に取り組
（撮影日 ６月12日㈮）
む学習が行われています。

と色麻町
るさ
ふ

〜イナカの良さ、強さ、

美しさを活かした
まちづく
り〜

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

町 議 会
町長説明要旨

色麻町議会定例会６月会議が６月９日から 日までの２
日間開会され、令和２年度補正予算などの議案が原案通り
可決されました。
10

した旨が宣言されたところですが︑引き
務に従事し︑我が国の安全保障並びに災
続き感染防止対策の徹底が求められてい
害対策の強化・発展に尽力された功績が
春の叙勲を受章されました元消防団第
る
状
況にあります︒
認
め
ら
れ
︑
瑞
宝
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
︒
２分団長の小松隆男様︵王城寺︶︑並び
緊急事態の終了は喜ばしいことではあ
栄えある叙勲を受章されました両名に
に元航空自衛隊３等空佐の佐々木勇様
りますが︑油断すると再び流行するため︑
は︑町民を代表し︑心からお祝いを申し
︵大原︶に衷心よりお祝い申し上げます︒
ウ
イ
ルスと共存しながらの生活はしばら
上
げ
ま
す
と
と
も
に
︑
今
後
と
も
町
勢
発
展
の
小松隆男様は︑昭和 年４月から平 成
く
続
くものと考えられています︒
た
め
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
年３月に退団されるまで 年間の長き
６月以降︑町の体育施設や公共施設の
げます︒
にわたり︑防火思想の高揚と火災防御活
利用等を再開しておりますが︑町民皆様
︻新型コロナウイルス感染症対策︼
動など本町消防団の発展に尽力された功
に
は ︑﹁ 緊 急 事 態 の 終 了 が 出 口 ︑ 終 息 な
績が認められ︑瑞宝単光章を受章されま
の だ ﹂ と い う こ と で は な く ︑﹁ 今 は ま だ
した︒
通過点なのだ﹂という認識で︑気を緩め
佐々木勇様は︑昭和 年３月から平成
ず︑手洗いを徹底し︑症状がなくてもマ
年１月に退官されるまで 年間の長き
スクを着用し︑そして３密を避けるなど︑
にわたり︑自衛官として危険性の高い業
新しい生活様式を今後も続けていただき
たいと思います︒
皆様一人ひとりの行動が︑大切なご家
族や身近な人の命を守り︑地域を感染か
ら防ぐことにつながりますので︑ご理解
とご協力をよろしくお願い申し上げます︒
こうした中︑本年度予定しておりまし
た本町の今後の行事で︑中止あるいは延
期する主な事業についてご報告いたしま
す︒
まず︑中止する行事ですが︑６月 日
の﹁町消防団消防訓練﹂︑８月２日の
﹁第 回かっぱのふるさと祭り﹂︑９月
６日の﹁第 回町民大運動会﹂︑９月
日の﹁敬老会﹂︑ 月 日の﹁保健福祉
センター祭り﹂については︑ご来場の皆
様︑行事関係者の皆様の健康と安全を確
実なものとするため︑誠に残念ではあり
ますが︑中止と決定いたしました︒
88

国内の累計感染者数は６月７日現在１
７︐１７４名︑死亡者数は９１６名とな
っ てお り︑宮城 県に おい ては感 染者 数が
名︑死亡者数が１名となっております︒
４月 日には︑政府から緊急事態宣言が
全都道府県を対象に発出され︑全ての国
民に対し︑不要不急の外出や移動の自粛︑
人と人の間に十分な距離を保つこと及び
３密を避けることなどが呼びかけられま
した︒
本町においては︑２月５日に新型コロ
ナウイルス感染症対策本部を設置し︑こ
れまで８回の対策本部会議を開催し︑国
の基本方針や県の方針に基づいた町の対
応を協議し︑感染予防対策を町民の皆様
に有線放送や全世帯へのチラシ配布︑町
ホームページを活用してお伝えしてまい
りました︒緊急事態宣言の効果もあり︑
５月 日には宮城県を含 む 県の緊急事
態宣言が解除され︑５月 日には全ての
都道府県の緊急事態宣言が解除となりま
した︒
これにより︑我が国の緊急事態が終了
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40
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11

なお︑敬老会を中止するにあたっては︑
初めて対象となられる 歳の方々と 歳
・ 歳の節目の方々には︑記念品をお贈
りしたいと考えております︒
次に︑延期する行事ですが︑８月 日
の﹁成人式﹂は︑来年１月 日に延期と
しました︒その日は午前に近隣市町村で
も成人式がありますので︑着付けなどの
支度が重ならないよう配慮し︑午後２時
から開催することとし︑新成人対象者
名の皆様には︑既にお知らせをいたして
おります︒
また︑今月 日からの﹁複合検診﹂に
ついても延期としました︒現在︑検診団
体と今後の日程や感染防止対策について
協議している状況ですので︑実施時期が
決まり次第︑改めてお知らせいたします︒
以上︑現時点での中止︑あるいは延期
する行事等について申し上げましたが︑
関係者の皆様をはじめ︑ご協力・ご協賛
をいただいております皆様には︑大変残
念な思いを強いてしまうとともに︑ご迷
惑をおかけいたしますが︑何卒ご理解を
賜りますようお願い申し上げます︒
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10

世帯主の皆様のお宅には︑すでに申請
用紙が郵送されており︑役場には続々と
申請書が届いております︒
受給権者への振り込みは︑オンライン
申請分が５月 日から︑郵送分が同月
日から随時開始しております︒
６月８日現在の状況ですが︑対象２︐
０９４世帯中︑１︐９９９世帯︑約 ％
の受付が完了し︑このうち１︐９６８世
帯︑６︐４６０人分︑世帯割りで約 ％︑
人口割りで約 ％の給付金が明日 日の
支払日までに振り込みが完了いたします︒

︻特別定額給付金事業︼
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︻感染症拡大防止協力金︼
４月 日から５月６日までの全日︑対
象となる施設の休業︑営業時間の短縮に
ご協力をいただいた中小企業又は個人事
業主に対し︑協力金として 万円を支給
するものでございます︒
６月８日現在︑ 事業者から申請があ
り︑明日の支払日までに 事業者への支
給が完了いたします︒引き続き︑関係事
業者への周知に努めてまいります︒

いました︒
今後も関係機関等と協力し︑本町から
事件や事故を無くすよう︑取り組んでま
いります︒

︻高齢者等タクシー利用助成事業︼

当事業は︑今年度の新規事業として実
施しており︑６月８日現在で 名の方々
から申請がなされ利用券を交付しており
ます︒引き続き有線放送や広報紙などを
活用し︑まだ申請されていない対象者に
対し事業の周知を図ってまいります︒

︻子育て支援事業︼

会議等のご意見を頂きながら運営方法に
ついても調査し︑さらに議論して方向性
を定めてまいりたいと考えております︒

︻農業関係︼

7.4

本年度における生産調整への取り組み
について︑農家の皆様から提出していた
だいた生産調整実施計画の４月８日現在
での集計状況ですが︑主食用米の生産の
目安面積１︐４４９ヘクタールに対し︑
作付計画面積が１︐４４１ヘクタールと
なり︑８ヘクタール下回っている状況と
なっております︒
転作作物別の状況は︑面積の多い順に︑
飼料作物が３０５・９ヘクタール︑大豆
が２５５・５ヘクタール︑飼料用米が２
０９・４ヘクタールとなっており︑これ
ら３作物で全体の ・６パーセントを占
めております︒前年度の実績と比較しま
すと︑飼料作物が ヘクタールの増︑飼
料用米が ヘクタールの増︑大豆は ヘ
クタールの減となっています︒
今後も︑需要に応じた生産の促進と水
田農業全体としての所得の向上等により︑
農業経営の安定を図るため︑関係機関と
連携を取りながら対策を推進してまいり
ます︒

76

昨年度において鳥獣被害対策アドバイ
ザーの指導・助言をいただき︑侵入防止
柵設置構想を策定いたしました︒
この構想に基づき︑県に対して鳥獣被
害防止総合支援事業交付金５︐５８２万
４千円を要求したところ︑先般︑国から
の配分額は３︐６２０万５千円との内示
があり︑１︐９６１万９千円が不足する
こととなりました︒
これまでであれば︑この不足額につい

︻有害鳥獣対策︼

7.8

30

19

︻新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金︼

たしました︒
この防災ハザードマップは︑宮城県が
公表した想定最大規模の鳴瀬川洪水浸水
想定区域及び土砂災害警戒区域のデータ
を反映した内容となっております︒
また︑その活用方法について︑町民皆
様や自主防災組織等に説明する予定とし
ておりましたが︑実施することが困難な
状況でありましたので︑防災ハザードマ
ップの使い方ガイドブックを作成し︑マ
ップと合わせて配布したところでありま
す︒
今後︑いつ発生するか分からない災害
に備え︑自主的に自身の生命を守るため
に︑早めの避難行動をとる判断基準とし
て活用していただきたいと思います︒
また︑感染症が国内において蔓延して
いる中で避難所を開設する場合は︑感染
リスクが高い環境での避難生活となるた
め︑感染症対策が特に重要となります︒
そこで︑コロナ禍での避難に際し︑密
集を避けるための避難先として︑安全な
知人宅や親戚宅を検討することや︑新し
い生活様式の徹底など３つのポイントを
記載したチラシを作成し︑６月初めに全
戸配布しておりますので︑防災ハザード
マップと一緒に目につくところに保管し
ていただければと思います︒

︻交通安全及び防犯対策︼

今年度︑子ども達を安全に伸び伸びと
保育できる場所の選定や︑今後の町財政
への負担等を勘案し︑町子ども・子育て

10

49

町第２期子ども・子育て支援事業計画
については︑昨年度開催した子ども・子
育て会議でのご意見を反映させながら策
定いたしました︒今後は︑この計画に基
づき子ども達が健やかに成長できる環境
の向上と︑町全体で子育てを支える取り
組みの強化を目指し︑関係機関等と連携
しながら︑子ども達が健全に過ごすとと
もに︑保護者の皆様が安心して子育てが
出来るよう︑子育て世代の支援の充実に
努めてまいります︒
次に︑子ども・子育て会議ですが︑５
月に開催する予定としておりましたが︑
６月 日に延期し︑教育委員の方々との
合同の会議として開催する予定としてお
ります︒また︑子ども・子育て会議委員
数名により︑同日の６月 日に県内の教
育・保育施設の視察を実施する予定であ
ります︒
25

︻色麻町教育・保育施設整備
事業計画︼

25

21

去る４月 日に閣議決定された新型コ
ロナウイルス感染症経済対策への対応と
して︑地方公共団体が地域の実情に応じ
て︑きめ細かに必要な事業が実施できる
よう当該交付金が創設されました︒本町
への第１次分の交付限度額は︑６︐９７
７万５千円と示されましたので︑対策に
必要な事業を検討し︑実施内容を取りま
とめました︒
事業数 事業︑総事業費は７︐３７７
万１千円︑交付金の充当額は６︐４０１
万９千円となりました︒
なお︑交付限度額と充当額の差額と事
業実績により交付金に残余が生じた場合
については︑第２次分の申請に繰り越す
ことができますので︑事業内容を検討し
てまいります︒
なお︑ 事業の内容については︑本会
議に所用の補正予算をご提案いたしてお
りますので︑その際に改めてご説明申し
上げます︒

︻防災関係︼

交通安全母の会︑交通指導隊︑防犯実
働隊︑交通安全協会など関係機関・関係
団体のご協力のもと︑事件や事故の防止
に向けて︑日頃から幅広い年代層への啓
発活動に努めております︒
去る５月 日には︑色麻学園の授業再
開に合わせ︑交通指導隊︑防犯実働隊及
び交通安全母の会と加美警察署が連携し︑
登校して来る児童生徒を見守る活動を行
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先般︑町内全戸及び事業所等並びに各
公共施設に防災ハザードマップを配布い

25

25

16

16

感染症の影響により臨時休業中であっ
た学校・幼稚園については︑５月 日の
緊急事態宣言の解除と本町及び近隣地域
の感染状況等を踏まえ︑５月 日から再
開しております︒
再開後の教育活動については︑各学年
の発達段階に配慮するとともに︑園児・
児童・生徒の状況を的確に把握し︑適宜
内容を修正することとしております︒
５月 日の週は︑生活リズムや体力︑
気力を取り戻すための期間として捉え︑
午前中の必要最低限の活動や授業を行い
ました︒６月１日から５日までは︑生活
リズムや体力︑気力の安定化を図る期間
として︑５時間の授業といたしました︒
６月８日からは︑部活動を含め通常の
教育活動を行っており︑給食は明日 日
から再開いたします︒
また︑スクールバスについては︑朝の
登校時において密集を避けるべく︑地方

25
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26

︻結婚支援事業︼

教員退職者３名を配置し︑現在役場の
一室を拠点として活動しております︒学
校が臨時休業中は︑登校日に学校での登
校預かりに協力しながら児童生徒の状況
把握に努めたほか︑教員︑スクールカウ
ンセラー︑スクールソーシャルワーカー
との情報交換等︑連携強化に努めながら
準備を進めており︑夏休み明けの開設を
目指しております︒

︻色麻町子どもの心のケアハウス
事業︼

19

本年度から正職員の担当者を配置し︑
結婚支援事業実施要綱を改め結婚支援員
を置くこととしました︒
結婚支援員としてご協力いただく方５
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早期発注に向けて準備を進めております︒ 創生臨時交付金を活用して増便を計画し
ては市町村と県が２分の１ずつ負担する
︻日米共同訓練等︼
ております︒
ことで満額を確保しておりましたが︑本
︻水道事業︼
今年度の米軍による沖縄県道１０４号
年度に限り県が全額補助することとなり
感染症は︑先行き不透明で︑予断を許
町内各水道施設の供給状況は安定して
線越え実弾射撃移転訓練の分散実施︑日
ましたので︑地元負担なしで侵入防止柵
さない状況が続いております︒
おります︒
米共同訓練等については︑現時点で明確
を整備できることとなりました︒
学校・幼稚園では︑行事の中止や延期
本年度予定の四𥧄地区水道施設整備事
な実施内容は示されておらず︑王城寺原
このことで︑ワイヤーメッシュ柵を構
を余儀なくされているほか︑学校におい
業の八原浄水場施設改修工事として実施
演習場での訓練の実施は予定されており
想どおりに設置することが可能となりま
ては︑臨時休業で授業数が減ったことを
する電気設備等更新工事︑及び清水地区
ません︒
す︒
受け︑夏休みは８月８日から 日までと
水道施設整備事業の配水管更新工事につ
しかしながら︑今後︑実施内容が示さ
また︑本年度は設置延長が約 ㎞とな
短縮することにいたしました︒
いては︑早期発注に向けて準備を進めて
れ訓練が行われることも考えられること
りますが︑感染症の影響により各地区の
﹁ウイルスを持ち込まない︑持ち込ま
おります︒
から︑宮城県及び地元３町村が連携を図
方々の労力確保が懸念されることから︑
せない︑そして拡げない﹂を基本方針と
また︑新山浄水場井戸洗浄工事は︑井
り︑随時︑正確な情報提供を求めながら︑
事業が継続できるよう地方創生臨時交付
して︑感染防止にできる限り努めてまい
戸２本の内１本が６月上旬に発注を完了
金を活用し支援することとしております︒ 町 民 皆 様 の 安 全 対 策 等 に 万 全 を 期 す よ う
ります︒
しております︒
適切に対応してまいります︒
本年度において︑この侵入防止柵を構
一日も早く︑平穏な時間を取り戻し︑
今後︑断水等のご不便をお掛けするこ
想どおりに設置できますと︑町全域を守
毎日子ども達の元気な声が響き︑楽しく
︻建設事業︼
ともあるかとは思いますが︑ご理解とご
る体制の基礎ができあがることから︑今
心豊かな学校生活・園生活を送ることが
協力を賜りますようお願い申し上げます︒ できるよう︑子ども達の安全・安心の確
後︑効果的な保護︑捕獲に結びつくのも
のと期待をいたしております︒
保に向け︑万全な対策を行ってまいりま
︻教育行政︼
すので︑新しい生活様式の実践等︑感染
︻商工関係︼
防止にご理解とご協力をお願い申し上げ
ます︒
昨年の台風 号による町内の被害につ
いては︑道水路等の被災箇所は１０２カ
所となっておりますが︑その内 カ所に
ついて復旧が完了し︑残る カ所につい
ても引き続き復旧を進めてまいります︒
また︑国庫補助事業である公共土木施設
災害復旧事業で発注した小栗山線の復旧
工事については４月末に完成しており︑
猪子沢及び芦田野沢の河川災害復旧につ
いては︑現在早期完成を目指し鋭意努力
しております︒
なお︑今後発注予定の工事につきまし
ても︑早期発注に向けて︑現在準備を進
めております︒

︻下水道事業︼

19

22

80

下水道事業については︑適切な施設管
理に努めているところであり︑下水道事
業の公営企業会計移行に向けて必要とな
る基本計画の策定︑及び固定資産調査︑
並びに特定環境保全公共下水道事業の老
朽化対策として策定が必要となるストッ
クマネジメント全体計画作成について︑

25

51

感染症蔓延により︑事業者の皆様はも
とより︑町民の皆様の生活にもかなりの
影響が生じています︒
そこで︑町民皆様の家計負担の軽減と
町内事業者の支援のため︑次の事業をご
提案いたしております︒
まず︑町内全世帯に対し町内で使用可
能な１万円の商品券を給付する事業︒次
に︑特に影響の大きい飲食店で︑休業要
請協力金の対象とならない事業者を対象
に支援金を給付する事業︒
いずれの事業も︑地方創生臨時交付金
を活用して支援してまいりたいと考えて
おります︒
次に︑色麻町産業開発公社の経営状況
ですが︑５月 日付けで︑第 回株主総
会の資料が提出されましたので︑地方自
治法第２４３条の３第２項の規定に基づ
き議会に報告したところであります︒
29

名からはご承諾をいただきましたが︑感
染症の影響により会議を開催できません
でしたので︑開催可能な状況となり次第
委嘱状の交付を行います︒そして︑本年
度計画している町内独身男女の結婚相談
所への登録推進︑家族などからの相談に
あたる結婚相談会の開催︑及び町主催の
婚活イベント等を実施し︑１組でも多く
結婚まで至るよう結婚支援員とともに一
層活動してまいります︒

︻社会体育事業︼
感染症の影響により︑４月から５月の
各種大会の中止を余儀なくされたところ
であります︒町民運動会も中止としまし
たが︑今後は感染状況を注視しながら︑
町体育協会主催の大会や各種事業開催の
可能性を検討してまいります︒

・農業費

一千八百十一万六千円

報告 令和元年度色麻町水道事業会計予
算繰越計算書について
鷹巣地区給水管切替事業 三百八
十五万三千円
★議案第 号
色麻町教育委員会委員の任命について

律之氏

新教育委員会委員に千葉律之氏︵仙台
市︶を任命することに同意されました︒

□令和2年度予算の補正
★一般会計補正予算︵第4号︶
八千三百五十万六千円を増額し︑予算
総額四十七億六千三百六十二万五千円と
なりました︒

・スクールバス運行業務委託料
一千二百四十三万円
・感染症対策等備品購入費︵学校等︶
七百九十九万二千円
★国民健康保険事業特別会計︵第2号︶
九十四万八千円の減額
★下水道事業特別会計︵第1号︶
一千七百八十万二千円の減額
★水道事業会計︵第2号︶
収益的支出予算の組み替え

★議発第３号
色麻町議会議員の議員報酬︑費用弁償
及び期末手当に関する条例の一部改正に
ついて

日会期︶

令和２年定例会５月第2回会議
︵５月

議決された主な内容

★議案第 号
色麻町税条例の一部改正について
★議案第 号
色麻町手数料条例の一部改正について
★議案第 号
色麻町国民健康保険条例の一部改正に
ついて
★議案第 号
色麻町後期高齢者医療に関する条例の
一部改正について

□令和2年度予算の補正
★国民健康保険事業特別会計︵第１号︶
百二十五万円の増

厳正な規律の保持︑熟練し
た技能を有して消防使命の達
成に努めた模範となる消防団
として︑永年にわたる色麻町
消防団の功績が評価されまし
た︒

社会を明るくする運動は、すべての国民が、
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更正
にについて理解を深め、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会
を築こうとする全国的な運動です。

21

（仙台市）

千葉

歳出の主なもの
・地元支援商品券事業委託料
二千二百十五万円

〜犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ〜

日本消防協会から表彰旗が授与されました

“社会を明るくする運動”
月間です

︻地域学校協働活動推進事業︼

62

毎年実施している米作り指導の一つで
ある田植え体験は︑学校が臨時休業期間
★議案第 号〜 号
中であったため︑児童による田植えは実
色麻町農業委員会委員の任命について
施できませんでした︒なお︑学校田は５
︵全十二ヵ件︶
月 日に学校支援ボランティアを中心に
★議案第 号
田植えを行っていただきました︒秋には︑
色麻町国民健康保険税条例の一部改正
たわわに実った﹁みやこがね﹂を児童に
について
よって収穫できることを楽しみにしてお
★議案第 号
ります︒
色麻町介護保険条例の一部改正について

議決された主な内容
報告 令和元年度色麻町繰越明許費繰越
計算書について
︵令和元年度色麻町一般会計繰越
明許費︶
主なもの
・公共土木災害復旧費
五千九十三万二千円

公益財団法人

７月は

45

50

51

63

64

46

47

48
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対策のお知らせ
町民のみなさまへ
ペイ

色麻町地元支援商品券【活Pay券】を
を
全世帯へ無料配布いたします
いたします
●配 布 方 法 ７月下旬に簡易書留にて郵送します。
●使用できる店舗 商品券郵送時に同封するチラシに記載し
ます。
●使用可能期間 ８月１日（土）〜令和３年１月31日（日）
●額 面 金 額 10,000円分（500円×20枚綴り）を
１セット
問い合わせ先

産業振興課

☎65−2128

保険料（税）の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の
要件を満たす方は、国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料が減免になります。
対象の方
【全額免除】
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計
維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
【一部減免】
新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生
計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
※収入減少額により減免額は異なります。

町
１万円 内で
分の
をしよ 買い物
う！

このほか、町内飲食店を継続
支援するため引き続き町内で出
前・お持ち帰りができるお店を
みなさん、是非ご利用ください。
実施しているお店など詳しい
内容につきましては、
町ホームページか産
業振興課まで。

国民健康保険税率が
改正されます
新型コロナウイルス感染症の影響により、加入
者の負担軽減を図るため、特例として令和２年度
分の国民健康保険税に限り、均等割額を２分の１
に引き下げます。
１）現行税率
区 分 ①医療分

※

②後期高齢者支援分 ③介護納付金分

対象者

0〜74歳

0〜74歳

40〜64歳

所得割

6.6％

2.5％

2.1％

平等割

18,000円

7,200円

6,000円

均等割

25,200円

7,200円

8,400円

２）特例税率 ※変更部分
均等割
12,600円
3,600円

4,200円

減免期間

２月１日から令和３年３月31日まで
に納期が到来する保険料（税）

申請期限

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

申請方法

申請書・添付書類等が必要になりま
すので、下記までお問い合わせくだ
さい

◆年齢によって納める国民健康保険税が異なります
・40歳未満：①医療分＋②後期高齢者支援分
・40〜64歳：①医療分＋②後期高齢者支援分
＋③介護納付金分
・65歳以上：①医療分＋②後期高齢者支援分

問い合わせ先
国民健康保険税：税務課 ☎65−2155
介護保険料：福祉課 ☎66−1700
後期高齢者医療保険料：町民生活課 ☎65−2156

国民健康保険税は加入の資格を得た月分から納
付となります。国民健康保険に加入または脱退す
る場合は必ず14日以内に被保険証（保険証）と印
鑑を持参し、町民生活課へ届出をしてください。

令和３年１月31日
令和３年２月28日
令和３年６月30日

※介護納付金分は介護保険料として別に納付

問い合わせ先
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

税務課 ☎65−2155

広 報 しかま
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新型コロナウイルス感染症
事業者のみなさまへ

飲食店のみなさまへ

中小事業者等が所有する
中小事業者等が所有する
償却資産・事業用家屋に係る
償却資産・事業用家屋に係る

飲食店緊急支援給付金

固定資産税の軽減

対

象

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入
が減少している中小事業者等に対して、令和３年
度課税の１年分に限り、償却資産および事業用家
屋に係る固定資産税が減免になります。

設備等の償却資産、事業用家屋

軽 減 額

連続する３ヵ月間の事業収入の前年同
期間と比べ、10分の３以上減少した
場合は２分の１の軽減、10分の５以
上減少した場合は全額免除

問い合わせ先

う
しよ
実践

税務課

☎65−2155

新しい生活様式！

新型コロナウイルス感染症について、引き続き
感染予防に努めましょう。
感染防止の３つの基本

マスク

手洗い

人との距離をとる

６月１日を基準日として、飲食店営業
の許可を受けて営業している店舗を有
する中小企業または個人事業主の方

※対象事業者を確認の上、申請をお願い
します。
※ただし、次に該当する店舗は対象外と
なります。
・色麻町新型コロナウイルス感染症拡大
防止協力金の交付を受けた店舗
・イートインスペースのあるコンビニ、
スーパー
・特定の方に対してのみ飲食物を提供す
る社員食堂等

対象要件
①令和２年２月〜10月までの任意の連続する３
ヵ月間の事業収入が、前年の同期間と比べて
10分の３以上減少している中小事業者等
②認定経営革新等支援機関等の認定を受け、令和
３年１月31日までに、町に申告された場合に
限り適用
対象資産

の申請について
の申請について

給付金額 １店舗 10万円（２店舗以上は上限20万円）
申請期限

９月30日（水）まで

申請方法

下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

■咳エチケットの徹底・会話はマスクをつけて。
■人との間隔はできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。

☎65−2128

自宅でお店の味を堪能
―かっぱ夕市 終了―

新型コロナによる消費者、飲食店応援企画とし
て「かっぱ夕市」が５月22日から６月末までの
毎週金曜日、「かっぱ笑会」で開催されました。
普段、お店でしか味わえない料理を手軽にテイ
クアウトできるこの企画。毎回、終了時間前に売
り切れる商品も多く、ご迷惑をおかけすることも
ありましたが、無事に大好評で終えることができ
ました。たくさんのご来場
ありがとうございました。

一人ひとりの基本的な感染防止対策
■手洗い。30秒程度かけて水と石けんで丁寧に
洗う。

産業振興課

コロナ対策

もしっかり

んのご来
列！たくさ
毎週、大行
した。
うございま
場ありがと

！

■会話をするときは真正面を避ける。
■こまめに換気。（１〜２時間ごとに５〜10分）
■密集・密閉・密接を避ける。
■毎朝、体温測定と健康チェック。
発熱や風邪症状がある時は無理せず自宅療養。
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令和２年度
令和２年度７月・
７月・８月実施の検診
８月実施の検診について
について

新型コロナウイルス感染症の影響で各検診
（健診）を延期し、皆様にはご迷惑をおかけ
しております。
日程が決まりました検診についてお知らせ
致します。尚、今年度は感染症予防対策とし
て、複合検診は行わず、単独での検診実施と
なりますのでご了承ください。

検診受診に際してお願いしたいこと
・３密を避けるため、指定した日時での検診をお願い
します。変更希望の場合は、事前にお問い合わせく
ださい。また、申し込みをされていない方で、検診
希望される場合も事前にお問い合わせください。

乳がん検診

胃がん検診・大腸がん検診

日 程：７月６日（月）、７日（火）、８日（水）
受付時間：① 8：30〜9：00、② 9：30〜10：00、
③10：30〜11：00、④12：30〜13：00、
⑤13：30〜14：00
対象者：30〜40歳は全員対象、41歳以上の方は令和
元年度に町の検診を受けていない方（２年に
１度のため）

日

程：８月７日（金）、８日（土）、
９日（日）
受付時間：７：00〜11：00
対象者：胃がん検診……35歳以上
大腸がん検診…40歳以上

子宮頸がん検診

各検診の持ち物
受診票、検診料金（受診票で確認
願います）、 健康保険証

３密を防ぐため、骨粗しょう症検診は延期とし、子宮
頸がん検診のみ行います。
日 程：７月31日（金）、８月１日（土）、３日（月）
受付時間：① 8：45〜9：15、② 9：30〜10：00、
③10：15〜10：45、④12：30〜13：00、
⑤13：15〜13：45
対象者：20歳以上の女性

※乳がん検診・子宮頸がん検診を受診
される方はバスタオルをお持ちくだ
さい。

各検診の場所
色麻町保健福祉センター

令和２年度９月以降実施の検診（健診）について
【結核・肺がん検診】11月17日（火）〜21日（土）
【骨粗しょう症検診】11月13日（金）、14日（土）
【国保特定健康診査・一般健康診査・後期高齢健康診
査・前立腺がん検診・肝炎ウイルス検査】
現在、日程調整中です。決まり次第、お知らせいた
します。

問い合わせ先
令和２年度
ひとり親家庭等就業支援
講習会

講習日時
会

場

対

象

定
費

員
用

託
児
申込期間

町民の皆様へお願い

新型コロナウイルス感染症の影響により、多種の
検診を同時実施することによる３密への懸念を検討
し、今年度９月５日と10月17日の未受診者検診は
中止といたします。大変ご不便をおかけしますが、
ご理解・ご協力くださいますようお願いします。

保健福祉課 保健係

☎66−1700

パソコン講習
パソコン講習 エクセル2013
エクセル2013

８月26日（水）〜10月16日（金）
［各 水・金 16回］午前９時〜午後４時
宮城県母子・父子福祉センター
仙台市宮城野区安養寺三丁目7-3
宮城県在住のひとり親家庭の親又寡婦
の方で、全日程受講できる方
10名程度
受講料無料
教材費・検定料 16,000円程度
無料（３歳以上小学３年生まで）
７月12日（日）〜31日（金）
Eメールアドレス

申込方法

平日コース

官製ハガキまたはFAXに講習名・住所・
氏名・電話番号・託児の有無（年齢）を
記入して、７月31日（金）[必着］まで
に、宮城県母子・父子福祉センターへお
申し込みください。
＊定員を超えた場合は選考となります。

申し込み・問い合わせ先
（公財）宮城県母子福祉連合会（宮城県母子・父子福祉センター内）
〒983-0832 仙台市宮城野区安養寺3-7-3
☎・Fax 022-256-6512

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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元色麻町消防団第２分団長の

章を受章されました︒
小松さんは︑昭和
年３月までの

年の長

42
41

成

年に副分団長︑平成

年に

16

た功績が認められ︑今回の受章

町消防団の質の向上に寄与され

養訓練等︑良き指導者として本

民の防火思想の高揚︑団員の教

王城寺班分団長に就任︒地域住

15

活躍され︑平成４年に班長︑平

きにわたり︑消防団員としてご

ら平成
20

年４月か

消防功労者に贈られる瑞宝単光

小松隆男さん︵王城寺地区︶が︑

隆男さん（王城寺地区）が受章
−41年の長きにわたり消防活動に貢献−
となりました︒

附

贈

ＴＫＣ様より
金１００万円

新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策として町内外からた
くさんの善意が寄せられていま
す︒
寄

寄

・株式会社

ご寄附、ご寄贈ありがとうございました

・三八会︵ 代表 山内成朗氏︶様より
不織布マスク ３︐０００枚

加美農業高校︵農業機械科３
年生︶ではイノシシやクマなど
の獣害対策についての取り組み
が学習課題の一環として行われ
ています︒
この日︑生徒達は﹁野生動物
問題と対策﹂と題して︑町鳥獣
被害対策アドバイザーの鈴木氏
から野生動物の生態や︑農業被
害の実態を動画で見るなど︑被
害対策は地域ぐるみで取り組む
必要があるといった内容の講演
や実際に獣害対策用具を使い学
習をしました︒

▲少し苦戦する場面もありましたが、仲
間と声をかけあいながら楽しく勉強！

▲

勇さん（大原地区）が受章
−国の安全保障、災害対策強化に尽力−

日航機墜落事故、北海道苫小牧市コンビ
ナート火災などにも出動し、災害派遣に
も貢献されました。

元自衛官︵航空自衛隊３等
空佐︶の佐々木 勇さん︵大
原地区︶が︑大変危険性の高
い業務にあたられた方に贈ら
れる瑞宝双光章を受章されま
した︒佐々木さんは︑昭和
年３月に自衛隊へ入隊後︑埼
玉県をはじめ沖縄︑神奈川︑
青森︑北海道の各航空基地の
他︑東日本大震災から１ヶ月
後︑松島基地へ勤務し平成
年１月に退職されました︒目
立つことは嫌いだったけれど︑
他の人とは違う経験がしてみ
たかったという佐々木さん︒
受 章 に 際 し ︑﹁ 努 力 が 認 め ら
れて感謝しています︒ありが
とうございます﹂と話してい
ました︒

▲三八会の皆様

インターネットホームページアドレス http://www.town.shikama.miyagi.jp/
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52

瑞宝単光章を小松
25

ま ち の

Shikama Topics
瑞宝双光章を佐々木

地域課題に加美農業高校生の若い力を！

令和３年４月採用

加美郡保健医療福祉行政事務組合
職員募集
職
種
募集人員
募集期間
試 験 日
受験資格

看護師
２名
６月１日㈪〜７月31日㈮
８月中旬（予定）
昭和61年４月２日以降に生まれた方で、
看護師免許を取得している方、並びに令和
３年３月までに看護師免許を取得見込みの方

令和３年度採用

職
種 行 政（初級）
募集人員 若干名
受験資格 平 成 1 1 年 ４ 月 ２ 日 〜 平 成 1 5 年 ４ 月
１日までに生まれた方
受付期間 ７月１日㈬〜９月７日㈪まで
試 験 日 第１次 10月18日㈰
・教養試験・性格特性検査
第２次 11月下旬頃予定
・作文試験・面接試験
試験会場 第１次 未定

（仙台市内の会場を予定していますが、新型
コロナウイルスの感染拡大の状況により試
験会場が変更になる場合があります）

詳しくは、http://kamihp.jpにて
募集内容をご確認できます。
問い合わせ先
加美郡保健医療福祉行政事務組合
事務局 ☎66−2760

【勤務地】
公立加美病院
加美老人保健施設

加美老人保健施設
介護スタッフ募集（随時募集）
※会計年度任用職員
―任期期間 令和３年３月31日まで（更新可）―
職種・募集人員
①嘱託職員（シフト制・夜勤あり）
介護福祉士または介護士（介護職員初任者研修課程修了）
２名
報酬：月額 143,000円〜242,800円
②臨時職員（日勤制）
介護士（介護職員初任者研修課程修了）または介護補助
２名
報酬：時給 951円（資格あり）／900円（資格なし）
・施設内の見学希望の方はご連絡ください。
・①、②ともに有休、賞与あり。社保加入。
問い合わせ先
加美老人保健施設事務室 ☎66−2780
（平日：午前８時30分〜午後５時）

町職員募集

第２次

色麻町役場

問い合わせ先 総務課 総務係 ☎65−2111
詳しくはホームページ（http://www.town.
shikama.miyagi.jp）をご覧ください。

特別定額給付金の申請は
お済みですか？
特別定額給付金の申請書受付期限は、８月17日
までです。
申請期限を過ぎますと給付金を受けることがで
きません。
まだ申請がお済みでない方は、申請忘れのない
ようお早めに手続きを行ってください。
申請書は既に各世帯へ発送していますが、申請
書が届いていないなど、ご不明な点は総務課まで
ご連絡ください。
問い合わせ先

総務課 総務係

☎65−2111

児童センター主催夏休み小学生対象事業

〈夏休み かんたん工作あそび〉
「折り染め」のうちわ作りと
あさがおの壁画製作など

参加
募 集者

開 催 日
場
所

８月11日㈫ 午前10時〜11時
児童センター・交流ホール
（町保健福祉センター内）
参 加 費 400円
定
員 10名
対
象 町内在住の小学１年生〜３年生
持 ち 物 参加費、作品を入れる紙袋、水分補給
のための水筒
※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

申し込み先
色麻町子育て支援センター ☎66−1718
（申込締切：７月31日㈮）
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

広 報 しかま

2020.７月号

10

■

自衛官募集相談員の紹介 ■

（敬称略）

工
７月１日より、全国でプラスチック製買物袋、
いわゆるレジ袋の有料化がスタートしました。普
段何気なくもらっているレジ袋が本当に必要かど
うかを考えていただき、私たちのライフスタイル
を見直しましょう。
プラスチックは、非常に便利な素材です。軽く
て丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や食品
ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に
貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海
洋プラスチックごみ、地球温暖化などの課題もあ
ります。
私たちは、プラスチックの過剰な使用を抑制
し、賢く利用していく必要があります。
皆さんも、レジ袋有料化をきっかけに自身の買
い物習慣を見直し、エコバッグを持ち歩く等、レ
ジ袋の削減に取り組んでみま
しょう。
問い合わせ先
町民生活課 環境衛生係
☎65−2156

昭

憲（大原）

自衛官の職務処遇などについて、
お気軽にご相談ください。
（相談は無料です）
☎６５−２７７２

令和２年度自衛官など
（特別職国家公務員）募集案内
募集種目

応募資格

受付期間／試験日

採用予定月の１日現在
受付中
18歳以上33歳未満の
自衛官候補生
男女（32歳の者はお
お問い合わせください。
問い合わせください）
採用予定月の１日現在
18歳以上33歳未満の ７月１日㈬〜９月10日㈭
一般曹候補生 男女（32歳の者は採
用予定月の末日現在、 ９月18日㈮〜20日㈰
いずれか１日を指定
33歳未満の者）

①試験日及び出願手続き等細部につきましては、大崎
地域事務所までお問い合わせください。
②次の日程で事務所説明会を開催します。（３密を避
けるため電話での予約制となります）
【期間】７月、８月の毎週土曜日、日曜日及び９月５
日㈯、６日㈰ 【時間】午前10時〜午後４時
※平日の説明会については大崎地域事務所までお問い合わせください。

問い合わせ先
自衛隊宮城地方協力本部 大崎地域事務所 ☎23−1178

マイナンバーカード関係手続きについてのお知らせ
７月10日（金）は住基ネットワークシステムのメンテナンスのため、終日マイナンバーカード関係の
手続き等ができません。お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご了承願います。
問い合わせ先

令和２年

令和２年

５月13日

５月20日

試料名

麦

№

検査結果

①

検出せず

②

検出せず

③

検出せず

④

検出せず

⑤

検出せず

検査機関：宮城県公衆衛生協会
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放射性セシウム濃度
測定結果について

測定日

☎65−2156

昨年秋に花川沢口地区内の飼
料畑で実施いたしました︑一時
保管牧草すき込み圃場において︑
圃場内５カ所︵四隅及び中央︶
で試料を採取し放射性セシウム
濃度測定を実施いたしました︒
測定結果については左記の通
りです︒

試料採取日

町民生活課

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

国民健康保険被保険者証交付のお知らせ
保険証の更新について

限度額適用・標準負担額減額認定証について

国民健康保険の被保険者証（保険証）は、８月１
日が更新日となっています。新しい保険証は、７月
下旬まで、世帯毎に簡易書留で郵送します。
また、今回の更新に伴い、保険証の色が、これま
での緑色からオレンジ色に変わります。８月１日以
降に医療機関を受診する時は、オレンジ色の保険証
を忘れずに提示してください。

有効期限が令和２年７月末の認定証をお持ちの方
で、８月１日以降も認定要件を満たしている方は、
更新の手続きが必要です。役場町民生活課に８月１
日以降、お越しください。なお、認定証の申請（更
新）に必要なものは、保険証と印鑑（認印可）です。

《保険証》

緑色

オレンジ色

（旧）

（新）

短期証について
特別な理由がなく保険税を滞納した場合は、通常
の保険証より有効期間の短い保険証が交付されます。
保険税は納期内にきちんと納めるようにしましょう。
問い合わせ先

町民生活課

☎65−2156

後期高齢者医療被保険者証交付のお知らせ
保険証の更新について

短期証について

後期高齢者医療制度の被保険者証は、８月１日が
更新日となっています。新しい保険証は緑色に変更
となり、７月下旬までに簡易書留で郵送します。
８月１日以降に医療機関等を受診する時は緑色の保
険証を忘れず提示してください。また、令和２年７
月末が有効期限の限度額適用・標準負担額減額認定
証をお持ちで８月以降も認定要件を満たしている方
には認定証も同封しますのでご確認ください。

特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常
の保険証より有効期間の短い保険証が交付されます。
保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。
《保険証》

オレンジ色

緑色

（旧）

（新）

問い合わせ先

こんにちは

地域包括支援センターです

町民生活課

☎65−2156

問い合わせ先
色麻町地域包括支援センター
☎66ー1071

熱中症にご注意！！
熱中症のおよそ半分は高齢者といわれています。暑さや、
水分不足に対する感覚機能が低下し、暑さに対する体の調
節機能も低下してくるので注意が必要です。
日傘や帽子等で暑さを和らげる工夫をしてこまめな水分
補給を心がけましょう。

自宅で筋力アップ！
コロナの影響により家で過ごす時間
が長くなると、筋力低下が起こりやす
くなります。自宅でできる簡単トレー
ニングに取り組みましょう。

Eメールアドレス

スクワット
おしり、ふともも、ふくらはぎ
下半身全体を鍛えられる運動です。
５回〜10回できる範囲でやって
みましょう。

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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７月は「愛の血液助け合い運動」月間です。献血は身近なボランティア。ご協力をお願いします。

保健・福祉

７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

乳児健康診査

１歳６ヵ月児
健康診査

３日
（金）
17日
（金）

対

象

者

内

令和２年３月生まれ

容

身体計測、問診、内科診察
保健・栄養相談

令和元年10月生まれ
平成30年８月
〜平成31年１月生まれ

身体計測、問診
内科・歯科診察
保健・栄養相談

持参するもの

・問診票
・母子健康手帳
・バスタオル

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。

７月の保健行事

会場：保健福祉センター

保健福祉課☎66-1700

７月の保健推進員定例会は、新型コロナウイルス感染症予防のため、午前と午後に分けて行います。受付時間は対象の方に個別
でお知らせいたします。

行

事

名

保健推進員
定例会

日・受付時間
２日 ①10：00〜
（木） ②13：30〜

対

象

者

保健推進員

子宮頸がん予防ワクチン予防接種

容

◇保健推進員の役割説明等

持参するもの
・筆記用具
・大きな袋

成人歯科健診のお知らせ
成人歯科健診のお知らせ

についてのお知らせ
についてのお知らせ

〜健診を受け歯の健康を確認しましょう！〜

子宮頸がん予防ワクチンは、副反応についての情報が
不足していることから、町では個人に対して予診票を配
布することを一時的に止めています。しかし、接種を希
望される方は定期接種として予防接種を受けることがで
きます。予防接種により期待できる効果や予想される副
反応について、保護者と接種を受ける本人がよく理解し
たうえで、接種をご希望の方は保健福祉課（☎66−
1700）までお問い合わせください。

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。下記年齢の方は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：
平成16年４月２日〜平成21年４月１日生まれの方

対 象 者：令和２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：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

接種期間：
現在高校１年生の方は、令和３年３月31日まで
接種費用：
無料 ※ただし、接種期間を過ぎた場合は全額自己負担
注意事項：
・子宮頸がん予防ワクチンの有効性とリスクをよく理解
したうえで受けてください。
（詳しくは、厚生労働省ホームページ又は色麻町ホーム
ページをご覧ください。）
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※対象の方には通知してい
ますのでご覧ください。
【問い合わせ先】
保健福祉課 保健係 ☎66−1700

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

よわす町
ま
し
かま
しか

習で

かよ
学習
い
し
か
ま ごころ
し ょう涯
か たり合 ま

生涯学習のひろば

関連のお知らせ

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

★地区対抗野球大会
日

時

７月５日（日）

場

所

町屋外運動場

対象者

学校図書館７月の休館日
のお知らせ

申込みチーム

７月の移動図書館車「なかよし号」運行予定
● 一人５冊まで

巡回場所
色麻幼稚園

● 返却は次の巡回日

休 館 日： ４・５・11・12・18・19
23・24・25・26日

● 悪天候の場合は、中止することもあります。

時 間
日 程
９：45〜 10：45 16日㈭

巡回場所
時 間
日 程
色麻保育所
９：45〜10：45
21日㈫
子育て支援センター 11：15〜11：45

☎65−3110
☎65−3616

特別整理休館日：31日（金）

巡回場所
時 間
日 程
清水保育所
10：00〜10：45
30日㈭
子育て支援センター 11：15〜11：45

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〜４時

※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、変更等が生じる場合もございますので、ご了承ください。

せせらぎ短歌集

辰夫
新聞にチラシ五枚入る今朝
コロナ禍なれば其れすら和む

てん ぷ ら

鋼

小松れい子

天麩羅にしたくなるよな葉っぱだと
ぶ な
五月の山毛欅を窓にみるきみ
石川

川柳クラブ﹁田園﹂

広 報 しかま

天野

起て飢えたる者よ！インターの
し
歌聞こえくる齎いたる耳に

修子

遊子

︽二度三度 メモって忘れる お買い物︾
︽解除して 二波の危険度 目に見えぬ︾
鈴木せい子
︽買い物の メモを忘れて 思案する︾
︽豆撒きを 知らせるカッコー 居なくなる︾
戸叶 松子
︽行列に 買ったマスクは 今半値︾
︽認知症の 予防のモデル みな綺麗︾早坂 実里

︽外出の 解除クマにも 出たのやら︾
︽買い置きを したい時には 物はなし︾
佐藤

護

shikama@town.shikama.miyagi.jp

月下美人は立ち枯れもなく鉢植ゑの
みどり葉照り合ふ春日浴びつつ
千葉

縁側より見る庭木木のことさらに
柿の若葉の萌黄さやけき
早坂とし子

浅野
はつ

在りし日の母買いくれし着物類
仕立て直せり今着るために

佐藤美智子

宮子

庭隅の草に埋もれて春の花
あや
言い訳もせず彩かに咲けり

佐藤

畑山

︽爆外の 兵器を誇り マスクなし︾
︽買収の 二文字に染みる 罪と罰︾

Eメールアドレス

きよ

【女子の部】
優 勝 中村とよみ
準優勝 田中久美子
第３位 佐藤 桂子

︽懸命に 生きて見るさと 種を蒔く︾
︽その手腕 私が買って あげましょう︾
小松

【男子の部】
優 勝 伊藤 敏之
準優勝 堀籠 文夫
第３位 中嶋
功

きよ

６月13日（土）

愛宕山公園パークゴルフ場（敬称略）

小松

第５回町長杯
パークゴルフ大会結果

千円札を畳んでしまい幼子は
また来るという二泊泊まりて

カレンの台所
出版社：サンクチュアリ出版
モデルやバラエティー番組な
どで活躍中の、滝沢カレンさん
による料理本です。定番のメニ
ュー「唐揚げ」や「ハンバー
グ」などを含む、30種類以上
のレシピを掲載。
著者独特の表現で書かれたレ
シピは、すでにレシピを知って
いる方でも、面白く読めてしま
います。細かい分量などは書か
れていないのに、なぜか美味し
く作れてしまうと話題の本です。

赤と黄のパプリカ植えて曾孫と
﹁パプリカ パプリカ﹂唄い踊りぬ
菅原智恵子

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
題の本をご紹介します。

我が部屋に小蠅一匹入り来て
執拗に追うコロナ禍の中

＊おすすめの図書＊
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〜未来へ羽ばたこう〜
新型コロナウイルス感染症

町消費生活相談窓口からのお知らせ

スマートフォン買ったものの
使いこなせない…

事例．友達がスマートフォンを使っているので便
利そうだと思い、携帯電話会社の店舗に行った。
使い方も何もかもわからないことを告げると、
使い方を教えてくれるというので契約すること
にした。すると、スマートフォンの他に「画面
が大きく便利だ」とタブレットを、「まとめる
と安くなる」と光回線や電気の契約を勧められ、
よく分からないまま契約してしまった。しかし、
スマートフォンもタブレットも使いこなせない。

まなび のひろば
学校田田植え

５月22日（金）

５月22日、色麻学園学習田の
田植えが行われました。
今年は、新型コロナウイルス感
染症の影響により小学校が休校期
間だったため、学校支援ボランテ
ィアの皆さんと公民館職員のみで
行いました。稲刈り作業は、10
月に予定しています。

テニスコート整備のボランティア作業 ６月６日（土）
６月６日、色麻中学校のテニス部員と
保護者の皆さんによるテニスコート整備
のボランティア作業が行われました。
今年は新型コロナウイルス感染症の影
響で約３ヶ月遅れの作業となりました。
参加者は、
「日頃利用させてもらって
いるので感謝の気持ちを込めて作業を行
いました。」と話していました。

コート周辺の草取りや
防風ネットの補修と転
圧作業を約４時間ほど
かけ作業を行いました。

▲

アドバイス
●初めてスマートフォンを購入する際は、事前に、
契約していない人でも参加できるスマートフォ
ン教室を利用したり、周りの人に操作方法を聞
いたりして、自分に合っているかを確認しまし
ょう。
●契約の際に、光回線やタブレットなど目的以外
の商品やサービスを勧められても、内容がよく
分からないときは断りましょう。
●一定の条件が認められた場合、契約を解除でき
るケースもあります。契約を解除したいと思っ
たときは、すぐに携帯電話会社に申し出ましょ
う。（国民生活センター見守り新鮮情報より）

元気はつ
らつ
しかまっ
子

町消費生活相談窓口（役場１階町民生活課内）
☎0229−25−9559（相談専用直通電話）
相談日／毎週 月・木（午前９時〜午後４時）

大崎支部早起き野球リーグ戦
に︑入組一年目で﹁とりあえず
挑戦してみる！﹂がモットーの
女子職員がいる︒ＪＡ加美よつ
ば野球部・小出美由マネージャ
ー︵ 歳・加美町・町裏︶︒
プロ野球や高校野球を見るの
が好きだった事から中学︑高校
と続けたソフトボールの経験を
生 か し ︑﹁ 選 手 の 気 持 ち に な っ
て言葉をかけたい﹂と抱負を語
る︒
中新田中学校３年︑最後の中
総体︒準決勝は︑生涯忘れる事
の出来ない試合となる︒
桃生中を中心とした合同チームと対戦し︑タ
イブレークとなった試合は︑２死満塁までこぎ
つけた︒しかし迎えた９番打者に︑打ち取った
打球が︑センターを守る小出選手とライト︑セ
カンドの中間に落ちるポテンヒットで︑サヨナ
ラ負けとなった︒﹁懸命に捕りに行ったが︑譲
り合った部分もあった︒２人が２年生だったの
で︑やっぱり自分が突っ込むべきだった﹂と︑
自らを責めるようになった︒
桃生中は優勝し︑東北大会でも初戦を勝ち抜
いた︒この悔しさは︑今でも昨日の事のように
思い出される︒
厳しさで知られる千島監督の指導の元︑県大
会では上位進出の常連校︒朝練︑夜練は勿論︑
毎週土日は練習試合︒大会前は高校生と試合を
して︑実力を確認する念の入れようだった︒
小出選手の持ち味は︑足の速さを生かした走
塁︒盗塁︑タッチアップは勿論︑捕手が投手へ
返球する隙を突くホームスチールなど︑相手を
撹乱し勝利につなげていた︒﹁チーム戦なので︑
周りと連携して自分の役割を果たさないと︑成
り立たない事に気づき︑それを学んだことで成
長出来た﹂と感じている︒﹁今でも試合をした
いが︑たまに高校生の
妹の練習相手になって
います﹂と言う︑大の
ソフトボール好き︒
中学では副主将︑中新田高校
で主将を務めた経験は︑組織の
中でも生かされる︒現在宮崎支
店・金融窓口に勤務する美由さ
ん ︒﹁ 常 に 笑 顔 で 接 す る 事 を 心
掛けています﹂と話す︒新人職
員としての︑爽やかな挑戦がス
タートした︒

「『挑戦』がモットーの女子マネージャー」

早起き野球
こぼれ話 273
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インターネットホームページアドレス http://www.town.shikama.miyagi.jp/

７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26年４月２日〜平成30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30年４月２日以降のお子さん
開催日・時間

活

10:20〜11:00

動

名

備

七夕飾り製作

７月２日（木）

〜織姫と彦星を作ろう！〜

７月７日（火）

七夕会

７月９日（木）

７月14日（火）

７月21日（火）
＊おはなし会

・

準

備

物

・織姫と彦星の可愛い七夕飾りを作ります。
・七夕のおはなしを聞いたり、短冊にお願いごと
を書いて笹竹に飾ります。

わいわい広場

〜コーナーあそび〜

しゃぼん玉あそび

７月16日（木）

考

・ポンポンプール、ボール、ひも通し、車、シール貼り、
トンネル、ボックスなど。
・テラス、外での活動になります。外靴、帽子、
タオル等お持ちください。
・テラス、外での活動になります。外靴、帽子、タオル、汚れ
てもよい服装で、ご参加ください。

色水あそび
お誕生会
＊身長、体重測定日
＊なかよし号巡回日

７月28日（火）

絵の具あそび

７月30日（木）

作ってあそぼう！
＊なかよし号巡回日

・７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。
・テラス、外での活動になります。外靴、帽子、タオル、汚れ
てもよい服装で、ご参加ください。
・簡単で楽しい手作りおもちゃを作ります。

※８月１週目のおしらせ
わいわい広場

８月４日（火）

〜コーナーあそび〜

８月６日（木）

ふれあいあそび

・ボールプール、ボール、ひも通し、車、シール貼り、
トンネル、ボックスなど。
・親子で気軽に楽しめるふれあいあそびを紹介します。
大きめのハンカチをお持ちください。

母親クラブよさこい練習日
８日・22日㈬10：30〜11：30

子育てホットダイヤル
ご利用について

７月の
おはなし会

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。

21日（火）

♪利用時間♪
月〜金曜日
午前９時〜午後４時

10：50〜

♪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

※今月は都合により、
第２・４水曜日になります

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‥

※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

社会福祉協議会 ☎65−2260
シルバー人材センター
☎25−3370

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

○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

株式会社ミヤコ−バスから

町長の動静をご理解いただくために６月の公務の
一端をお知らせします。

高速バスの一部運行再開
のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、一部
減便しておりました高速バス仙台加美線の一部の
便を運行再開いたします。
引き続き、ご理解のほどよろしくお願いいたし
ます。
※運行再開・時刻変更となるダイヤ
《上り》
《下り》
平日 14：23 色麻町役場前発 11：00 仙台駅前発
16：00 仙台駅前発
休日 8：30 小野田支所前発
※減便継続となるダイヤ
《上り》
《下り》
平日 17：23 色麻町役場前発 14：00 仙台駅前発
休日 10：23 色麻町役場前発 12：10 仙台駅前発
13：23 色麻町役場前発 16：45 仙台駅前発

名

日

時

行政相談

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
思春期・青年期
ひきこもり相談
精神保健福祉相談
がんなんでも相談
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５日

大崎地域広域行政事務組合議員全員協議会・臨時議
会（大崎市）

９日

町議会定例会６月会議

10日

町議会定例会６月会議

13日

町長杯パークゴルフ大会

18日

子牛市場（美里町）

23日

町長杯ゲートボール大会、大崎地域広域行政事務組
合組合会（大崎市）

24日

加美地区交通安全センター評議員会（加美町）

25日

町総合教育会議

26日

宮城県町村会町村長会議（仙台市）

29日

鳴瀬川・北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議
会（大郷町）

◆地 産 地 消 の 日◆午前10時〜午後１時

７月３日（金） 役場内待合ロビー

◆愛宕山販売の日◆午前10時〜午後１時

７月９日（木） 農業伝習館前

場

※但し、天候等により中止となる場合もあります。
所

問

合

先

備

考

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止。

人権相談
障がい者の相談室

国保運営協議会

７月21日（火） 公立加美病院前

株式会社ミヤコーバス 古川営業所
☎22−1781
談

議員全員協議会

２日

◆特産品販売の日◆午前10時〜午後１時

問い合わせ先

相

１日

７月15日（水）
10：00〜12：00
毎週月曜日・木曜日
9：00〜16：00
７月10日（金）
9：00〜15：00
随

時

７月７日（火）
11：00〜
７月20日（月）
13：00〜
７月22日（水）
14：00〜
平日
9：00〜16：00

広 報 しかま

保健福祉センター
相談室

町民生活課内
農業委員会
町社会福祉協議会

大崎合同庁舎

保健福祉課

☎66-1700

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

県北部保健福祉事務所
（大崎保健所 母子・障害第二班）
☎87-8011
※相談は予約制です

面談の場合は宮城県対がん
協会（仙台市青葉区）

祝日の場合はお休みします。

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
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
心の悩みを抱えている方の相談に応
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 http://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

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

計量器（はかり）定期検査の
お知らせ

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。

取引または証明に使う「はかり」
は２年に１回行われる定期検査に合
格しなければ、使用することができ
ません。
下記の日程で、特定計量器定期検
査を実施します。
該当する「はかり」をお持ちの方
は、産業振興課までお問い合わせく
ださい。
※新型コロナウイルス感染症予防の
ため、マスク着用でお願いします。
日

時

場

所

☎65ｰ2224

相

談

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。

産業振興課 商工観光係 ☎65ｰ2128

令和２年度 大崎地域広域行政事務
組合職員採用試験案内（初級）
大崎地域広域行政事務組合

《電話番号》

事務局職員／事務局総務課 人事厚生係☎23ｰ2325
消防職員／消防本部総務課 人事研修係☎22ｰ2351

0120−556（こころ）−460（フォロー）
（けやきホットライン）

事務局職員（初級）
【事務職】若干名
消防職員（初級）
【消防士（救急救命士含む）】６名程度

《受付時間》
●月〜金／午前10時から午後８時まで
●土／午前10時から午後４時まで
（祝日、休日、年末年始を除く）

配 付 日 ７月１日㈬から
配付場所
事務局職員／事務局総務課及び大崎生涯
学習センター
消防職員／大崎広域消防本部及び大崎管
内の各消防署・分署・出張所

東北一斉 Ｂ型肝炎訴訟
無料電話相談会
Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団事務局
（小野寺友宏法律事務所内）
☎0120ｰ76ｰ0152
日

受験資格、試験日、受付期間など詳
しいことにつきましては、上記までお
問い合わせください。

時

７月11日㈯
午前10時〜午後６時
容 Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団

内

象

《電話相談の番号》

☎022−224−7622
☎022−224−7623

性暴力被害相談支援センター
宮城からのお知らせ

８月７日㈮
午前10時30分〜午後２時
色麻町役場車庫

対

が、Ｂ型肝炎訴訟について、
弁護士による無料電話相談を
行います（通話料はかかりま
す）。
Ｂ型肝炎患者又はその家族
（患者が亡くなっている場合
は、その相続人）

予約不要です。電話相談会日時
に直接お電話ください。

講

職業訓練センターの講座

申大崎地域職業訓練センター

☎22ｰ1509 FAX 21ｰ9550
〒989-6156
大崎市古川西館３丁目９番10号

場
申

所
込

大崎地域職業訓練センター
申込期限までに電話又はFAX
で申込み

初心者向け「日常英会話教室」
中学校で学ぶ単語・文法を中心に、
日常会話で使える基本的な英語力を身
につけます。
日 時 ８月４日〜令和３年７月27日
の毎週火曜日
午後６時30分〜８時30分
料 金 月額4,200円（テキスト代別）
定 員 20名（先着順）
申込期限 ７月28日㈫
夏休み親子クラフト教室
木工コース
８月10日
（月・祝）
午前９時〜12時
対 象 小学生とその保護者
料 金 お子様１人につき2,000円
定 員 各コース親子10組（先着順）
申込期限 ７月22日㈬
コース
日 時

７月の税・使用料金の納期

空間放射線量測定に関する情報

役場前（地上1ｍ）

０．
０2

色麻幼稚園（旧清水小）
（園庭５０ｃｍ）

０．
０3

項
目
月・期別
第２期
固定資産税
第２期
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
第１期
奨学資金返還金
スクールバス利用者負担金 ７月分
保育所保育料

０．
06

学校給食費

福島第一原発事故に伴い、町では空間放射線量を測定しています。

■測定結果（参考値）
施

設

単位：マイクロシーベルト毎時

名

月

色麻小学校・色麻中学校 (校庭１ｍ)
色麻保育所 (所庭５０ｃｍ)

日

６月15日
（月に１回）

清水保育所 (所庭５０ｃｍ)

測

定

座

値

０．
04
０．
04

◆測定場所の（ ）内は、地面の状態及び測定高さ

７月分

上下水道使用料
７月分
（四𥧄地区 南大〜宿）

住宅使用料

７月分

納

期

７月27日
（月）

７月27日
（月）
口座振替／

７月27日（月）
口 座 振 替／７月27日
（月）
集金・納付書／７月31日（金）

７月31日
（金）

※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

令和２年４月から原則日本に
住んでいることが条件
令和２年４月１日から︑厚
生年金保険加入者・共済組合
員等︵国民年金第２号被保険
者︶の被扶養配偶者である国
民年金第３号被保険者の認定
にあたって︑日本国内の居住
︵住所を有する︶が要件とし
て追加されました︒
ただし︑留学生や海外赴任
に同行する家族等︑例外とし
て特例要件︵以下﹁海外特例
要件﹂という︒︶に該当する
方は︑海外特例要件に該当す
ることの届出をしていただく
ことにより︑国民年金第３号
被保険者の認定が可能となり
ます︒

●出国前の手続き
海外特例に該当する方は︑
次の要件となります︒手続き
は第２号被保険者の勤務先を
経由して届出を行ってくださ
い︒
①外国において留学をする学
生
②外国に赴任する第２号被保
険者に同行する者
③観光︑保養又はボランティ
ア活動その他就労以外の目
的での一時的な海外渡航者
④第２号被保険者の海外赴任
期間に当該被保険者との身
令和２年６月分保険料の納付期限
（口座振替日）
は
令和２年７月31日
（金）
です。
平成30年６月分納付書の使用期限は、
令和２年７月31日
（金）
です。

わが町から無年金者をなくしましょう

窓

・令和２年５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

行政区
花川沢口

本田

向町

千葉

名
ひびき

響

の かぜ

野風

父

母

行政区

年齢

世帯主

正行

友希

向町

田中

一寿

92

寿行

勝彦

愛

上郷

早坂

國見

71

小川やし子

87

袋

尊

名

千葉

真洋
−

人口と世帯
（

令和２年５月末日現在

）内は前月比

世帯数
人 口
男
女

お悔やみ
氏

分関係が生じた者で︑②と
同等と認められる者
⑤①から④のほか︑渡航目的
その他の事情を考慮して日
本国内に生活の基礎がある
と認められる者

国民年金

●帰国後の手続き
海外特例の該当の有無にか
かわらず︑日本に帰国し国内
に住所を有した場合には第２
号被保険者の勤務先を経由し
て届出が必要になります︒

支えてもらう

詳しい内容は︑日本年金機
構ホームページでご確認くだ
さい︒

支えたら

出

古川年金事務所
☎23ー１２００

日本に住んでいないと第３号被保険者になれない！？

※外国人の方も含む

2,096戸（± ０ 戸）
6,723人（− ６ 人）
3,247人（− ６ 人）
3,476人（± ０ 人）

５月のうごき
出
転

生
入

３人
４人

死
転

亡
出

６人
７人

５月までのうごき
出

●７月の燃えないごみ収集●
収集日
7日㈫
8日㈬
9日㈭
10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

●７月の燃やせるごみ収集●
収集日
毎週月・木曜日

19
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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
7日㈫ 向町、二反田、上郷、
21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、
14日㈫
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
28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

生 16人

死

亡 46人

交通事故と火災を予防しよう
■町内の交通事故（令和２年１月〜5月）
発生件数
44件
死亡者数
0人
負傷者数
9人
■町内の火災（令和２年１月〜５月）
発生件数
3件
建物火災
3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 http://www.town.shikama.miyagi.jp/

７月の営業日の
お知らせ

７月は、休館日が13日（月）のみです。７月６日、20日、27日は営業
いたします。
なお、７月27日（月）はラッキーデーといたしましてお得な企画
をご用意しております。
みなさま、是非、かっぱのゆへお越しください。お待ちしています。

令和

色麻幼稚園交通安全教室開催

年 月

２
７

日発行︵№5８７︶

１

編集と発行／色麻町役場企画情報課

年長さん45名が、おまわりさんから安全に横断歩道を渡る方法を教え
ていただきました。来年は一年生。交通安全に気をつけて通学できるよ
う、一生懸命に取り組んでいました。
公立加美病院前交差点に町の道路維持管理作業員さ
んによる花の苗付け（サルビア・マリーゴールド）が
行われました。近くをお通りの際は是非ご覧になって
みてください。

〒９８１ー４１２２
宮城県加美郡色麻町四
字北谷地
☎０２２９ー ー２１２７

41

65

写真提供者：星野智行さん

●７月の休日当番医●
診療日

加美町 ㈲早秀縫製様より色麻幼
稚園へ４色のカラーマスクが寄贈さ
れました︒大変ありがとうございま
した︒

■ 広 報 し か ま

かっぱのゆから

寄贈マスクを町内各福祉施設へ
配布しました

26

【配布箇所】
①社会福祉協議会
②加美老人保健施設
③希望館デイサービス ポコ・ア・ポコ
④デイサービスサンすまいるしかま
⑤特別養護老人ホーム 芍薬の里 色麻
⑥一般社団法人 そにゃる 就労移行支援、就労継続支援Ｂ型

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

日中（9:00〜17:30）
夜間（18:00〜22:00）大崎市古川
髙橋医院
☎72-1005 片 倉 病 院（内科）☎22-0016
５日（日）
（大崎市・岩出山地区）
〃
（外科）
〃

12日（日）

鈴木診療所
☎68-2121 大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃
（加美町・宮崎地区）

19日（日）

おのだクリニック☎67-2228 永 仁 会 病 院（内科）☎22-0063
（加美町・小野田地区）
〃
（外科）
〃

23日（木）

さとう公整形外科☎64-2256 三 浦 病 院（内科）☎22-6656
〃
（外科）
〃
（加美町・中新田地区）

24日（金）

ありまファミリークリニック☎63-2230 佐 藤 病 院（内科）☎22-0207
徳永（整）病院（外科）☎22-1111
（加美町・中新田地区）

伊藤医院
☎63-2025 大崎市民病院（内科）☎23-3311
26日（日）
〃
（外科）
〃
（加美町・中新田地区）

● 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

■印刷

かっぱのゆ 天の川 平日日帰りプラン

㈲ 中 村 印 刷

●期 間／令和２年７月１日㈬〜31日㈮
●温泉入浴と個室の食事（お弁当）がセットに
なったお得なプランです。
までに ２名様から承ります。
前
３日予約を！
平日４時間・個室付き。
ご
Eメールアドレス

5

今月の休館日 ◆７月13日

●料 金／お一人様 1,600円
●メニュー／大海老と夏野菜の天丼、
香の物、味噌汁

■平沢交流センターかっぱのゆ ☎65-4505

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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