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清水保育所まつり
〜ドキドキキャンプ３DAY S〜

保育所のホールが森に変身！
新聞紙で作ったテント、キャンプフ
ァイヤーを囲んでジンギスカンを踊っ
たり、魚釣りに昆虫採集、キャンプめ
し（カレー）を作ったりと３日間、め
いっぱい楽しみました。

かっぱ
の

（撮影日
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〜

７月15日㈬〜17日㈮）

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

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

避難行動を考えましょう
近年は、各地に甚大な被害をもたらす自然災害が
多く発生しています。
災害時に避難行動が容易にとれるよう、避難情報
を５段階でお知らせし、避難のタイミングを明確化
していますので、確認しておきましょう。
事前に避難先、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。

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。
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。
避難所での感染症対策

避難所の多くは、密集した空間での集団生活になり、感染症へのリスクが高く
なるため注意が必要です。
町の備蓄品には限りがありますので、必要なものは可能な限り持参しましょう。
避難所における感染症の感染拡大防止のため、ご協力をお願いします。

避難所の生活

避難所で必要なもの

◇定期的に体温を測るなど体調に気をつける。
◇手洗い、マスク着用、咳エチケットの徹底。
◇十分な換気と、スペースを確保する。

◇手洗い用石鹸、体温計、消毒液
◇スリッパ（共有スペース用）
※避難所へ避難する際は、可能な限り持参してください。

家族の皆さんが目につく場所に備えましょう
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

広 報 しかま

2020.８月号

2

（参考）内閣府防災ホームページ
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７月 日︑新しい農業委員会委員の任命式が
行われました︒
農業委員の選出方法が従来の公選制から議会
の同意を得て市町村長の任命制︵平成 年４月
法律改正︶となり２回目を迎えました︒今年３
月に委員の募集を行い︑その後︑町農業委員会
委員候補者評価委員会の意見を受けて選考され
た 人について︑町議会定例会６月会議︵６月
９日召集︶において︑町議会の同意を求める議
案が原案のとおり可決され︑就任となりました︒
この日︑初の総会が開催され︑会長に堀籠勝
惠氏︑会長職務代理者に畑中長悦氏が選任され
たほか︑各委員の担任や席次も決まりました︒
今後の農地の集積・集約化︑委員会活動の活
性化が図られるものと期待します︒
12

20

︵敬称略︶

28

早 坂 勝 一（72歳）

畑 中 長 悦（66歳）

堀 籠 勝 惠（67歳）

農政担任副委員長

農政担任委員長

会長職務代理者・
農政担任委員

会長

大 泉 貞 行（58歳）

阿部きよ子（61歳）

佐 藤 文 洋（62歳）

堀 籠 慶 浩（62歳）

農地担任委員

農地担任副委員長

農政担任委員

農地担任委員長

菅 原 敏 臣（46歳）

鎌 田 一 宣（51歳）

早 坂 成 弘（53歳）

農地担任委員

農地担任委員

農政担任委員

髙橋たえ子（68歳）
上高城

花川沢口

袋

上郷

宿

北大

Eメールアドレス

吉田

清水

下高城

shikama@town.shikama.miyagi.jp

一の関

向町

渡

義 彦（56歳）

新しい農業委員会委員が決まりました

会長に堀籠勝惠氏、会長職務代理者に畑中長悦氏を選任

道命

農政担任委員
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地元支援商品券（活ｐａｙ〈カッペイ〉券）全戸に配布しました
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた色
麻町の事業者の事業継続支援と町民の皆さまの
家計の支援をするために、町では「地元支援商
品券（活pay〈カッペイ〉券）」１万円分を７
月下旬に簡易書留で全戸に郵送いたしました。
留守の場合は配達できませんので、商品券の到
着が多少遅れる場合があります。
問い合わせ先

使用可能期間

令和２年８月１日（土）
〜令和３年１月31日（日）
※期間内にお使いください。

使用できる店舗

産業振興課 商工観光係

同封したチラシに記載しています。
☎65−2128

町民の皆さまへ、統計調査への回答にご理解とご協力のお願い

令和２年国勢調査を実施します

〜国勢調査は、私たちの暮らしに役立てられるとても身近な統計調査です〜
調査への回答は、インターネット又は郵送が便利です。

（※インターネット又は郵送での提出を希望される場合、担当統計調査員は
調査票配布時の１回のみ訪問となります。）

回答が確認できない場合、担当統計調査員が回収へ伺います。

９月中旬以降、調査周知のためのチラ
シ、その後、調査書類を９月末までに配
布させていただくため、担当統計調査員
がお宅を訪問いたします。
不在の場合、新型コロナウイルス感染拡大
防止対策により、世帯との接触を減らす方法
として、郵便受け等へ不在連絡メモと一緒に
調査票を配布する場合もありますので、取扱
いには十分注意していただくようお願いいた
します。

●国勢調査は、令和２年10月１日現在、日本に
住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
●新型コロナウイルス感染症防止対策のため、調
査書類の配布や調査票の回収について、できる
限り皆さまと調査員が対面しない方法で行うこ
ととしています。皆さまのご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。
※回答いただいた内容は、統計の作成に関連する目的
以外に使用することはありません。

国勢調査については、
「国勢調査2020 総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

かたり調査に注意！
国勢調査をよそおった詐欺や不審な調査にご注意ください。
統計調査員は、その身分を証明する「調査員証」を携帯しています。

問い合わせ先
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（特別）児童扶養手当現況届のお知らせ
「児童扶養手当」の受給資格者は８月１日から８
月31日までの間に現況届を、
「特別児童扶養手当」
の受給資格者は、８月12日から９月11日までの間
に所得状況届を提出しなければなりません。期限
までに手続きがなされない場合、８月以降の手当
問い合わせ先

は支給停止となり、２年間提出がないと、受給資
格がなくなります。各該当者宛てに書類を送付し
ますので、必ず受給者本人がお手続きください。
受付時間 午前８時30分〜午後５時15分（平日のみ受付）

町民生活課

☎65−2156

ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内

ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！
１．基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の
方への給付※１
給付金の対象となる方
■以下、①〜③のいずれかに該当する方
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
②公的年金等※２を受給しており、令和２年６月分
の児童扶養手当の支給が全額停止される方※３
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
る方と同じ水準となっている方

※１

児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対
象となります

※２

遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、
遺族補償など

※３

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を
受けている方だけでなく、児童扶養手当の申
請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養
手当の支給が全額又は一部停止されたと推測
される方も対象となります

給付額 １世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

２．追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
給付金の対象となる方
上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

給付額

１世帯５万円

給付金の支給手続き
●令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方（上記１．①に該当する方）

▶基本給付は申請不要です
▶８月頃、令和２年６月分の児童扶養手当を支給し
ている口座に振り込みます。
▶追加給付は申請が必要です
▶定例の現況確認時（８月）などにあわせて、収入
が減少している旨の申請を簡易な方法で行ってい
ただきます。申請内容を確認して可能な限り速や
かに振り込みます。

●それ以外の方（上記１．②、③に該当する方）

【ご注意ください】
※給付金を希望しない場合は、受給拒否の届出書
を提出してください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口
座を解約しているなど、給付金の支給に支障が
出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更す
るなどの手続きをお願いします。

▶基本給付、追加給付（１．②に該当する方）ともに申請が必
要です。
▶申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに町民
生活課の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
▶支給時期については、申請内容を確認して指定口座に可能な
限り速やかに振り込みます。
Eメールアドレス

問い合わせ先
●「ひとり親世帯臨時給付金」コールセンター
0120−400−903
（受付時間

平日9：00〜18：00）

●宮城県子ども・家庭支援課 助成支援班
☎022−211−2532
●町民生活課

shikama@town.shikama.miyagi.jp

☎65−2156
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ありがとうございました

殺菌・除菌効果のある
微酸性電解水（次亜鉛素酸水）
を配布します
微酸性電解水とは・・・
食塩水と希塩酸を電気分解することによってで
きる殺菌・除菌効果をもった水で、テーブル、ド
アノブ、手すり等の除菌の際にご利用いただけま
す。効果は１週間程度で、直接光が当たらない場
所に保存してください。
なお、使用方法や注意事
項等については、チラシを
配布させていただきます。

加美町

昭和培土㈱様

不織布マスク 800枚

加美町

㈲中嶋建設様

不織布マスク 600枚

ヤマセ電気㈱本社（色麻工場）有志の方々より色麻小学校へ
布マスク 205枚

配布方法
⑴配布場所：役場庁舎１階ロビー
⑵期
間：８月３日㈪から当面の間、毎週月
曜日／午前９時〜午後５時
配 布 量
１世帯あたり500mlまで
よく洗浄した500mlのペットボトルをご持参く
ださい。（町では容器を準備しておりません。）

人権擁護委員をご存じですか？
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、地域の皆さんの
人権に関する相談を受けたり、人権侵害による被害者の救済
など、人権に関する様々な活動を行っていただいています。
皆さんが毎日の生活を営んでいく上で、これは人権問題で
はないだろうかと感じたり、法律上どのようになるのかわか
らないため困ったりすることがあると思います。
このような場合は、ひとりで悩まずに、ぜひ、右記にご相
談ください。
相談は無料です。秘密は守られますので、安心してご相談
ください。
問い合わせ先

町民生活課

●面談で相談する場合
仙台法務局又は古川支局
（月〜金）午前８時30分〜午後５時15分
●電話で相談する場合
みんなの人権110番 ☎0570−003−110
（月〜金）午前８時30分〜午後５時15分
わが町の人権相談委員は

今野

正郎さん

（王城寺）

☎65−2156

〜行政に関する困りごとありませんか〜
行政相談委員は、行政サービスに関する苦情、
行政の仕組みや手続きなどの相談に応じ、その解
決などのお手伝いを行います。
相談は無料で秘密は守られますので、安心して
ご相談ください。
問い合わせ先
ら
今月か
ます
し
た
再開い

7

総務課 総務係

☎65−2111

わが町の行政相談委員は

菅原

俊二さん（下黒沢）

去る５月27日、本町の行政相談委員 菅原俊二さん
が総務省東北管区行政評価局長より日頃の行政相談業
務に尽力された功績として感謝状が贈呈されました。

【町での人権・行政相談日】
開設日：毎月20日／午前10時から午後３時まで
場 所：農村環境改善センター
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元町議会議員 故 田中一寿さん
正六位 旭日小綬章を受章

７月７日︑自衛隊宮城地
方協力本部長から自衛隊任
務へ深い理解と長年の自衛
官募集協力に対する感謝状
の伝達式が行われました︒
今回の感謝状は︑町広報

紙への自衛官募集の掲載︑

自衛隊募集看板の補修や６

名の若い方々の入隊に協力

に尽力されました︒

新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め︑中総体が中止となった代替大会として
開催された﹁加美郡中学校総合体育交流
会﹂が７月 日︑加美町・色麻町の各会場
で柔道を除くすべての種目で開催されまし
た︒
交流会は︑新型コロナ感染症防止対策を
徹底した特別ルールの中で行われました︒
３年生にとっては最後となる生徒が多い
大会︒選手一人ひとりが悔いの残らない大
会にしようと一生懸命プレーしていました︒
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したことなどに対して贈ら

れたものです︒

去る５月２日に亡くなら
れました元町議会議員の田
中一寿さん︵向町︶が︑同

年

旭日小綬章を受章

日付で地方自治功労として
正六位
されました︒
故田中さんは︑昭和

期

５月に色麻村議会議員に初

34
16

ヵ月の永きにわたり︑

当選されて以来︑通算
年

10

Eメールアドレス

自衛隊から感謝状贈呈
町議会議員として町政発展

57

ま ち の

Shikama Topics

コロナに負けず、練習の成果を発揮〜加美郡中学校総合体育交流会開催〜
11

パブリックコメントを実施します

犯罪のない幸せな町づくりを

（仮称）ウィンドファーム

八森山計画段階環境配慮書
の縦覧について

環境影響評価法に基づき、「（仮称）ウィンドフ
ァーム八森山計画段階環境配慮書」を縦覧に供す
るとともに、ご意見を募集致します。
■事業者名／株式会社グリーンパワーインベスト
メント
■対象事業／（仮称）ウィンドファーム八森山
（単機出力3,000〜4,000kＷ級の風
力発電機を最大15〜20基程度）
■事業区域／宮城県 色麻町及び加美町
■縦覧場所／色麻町役場
（土・日・祝日を除く開庁時間）
ウェブページでもご覧いただけます。
http://greenpower.co.jp/
■縦覧期間／８月５日（水）〜９月４日（金）
■募集方法／ご意見やご質問は、住所、氏名、電
話番号、内容をご記入の上、縦覧場
所に設置の意見箱または下記の問い
合わせ先に郵送（９月４日（金）当
日消印有効）で提出することができ
ます。（電話によるご意見、ご質問
はお受けできません）
■意見受付期間／８月５日（水）〜９月４日（金）

株式会社グリーンパワーインベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ３階
☎03-4510-2100（担当：岩舘）

「マイナポイント」事業が始まります。
マイナンバーカードの普及促進、国民みなさまの消
費活性化を主な目的として、マイナポイントはキャッ
シュレス決済サービスでのポイントとして買い物など
に利用できます。
※マイナポイントを取得、利用するには？
１．マイナンバーカードの取得が必要です。
２．マイナポイントの予約・申込みが必要です。

注）ポイントの利用時期（９月〜）が近づくと、マイナン
バーカードの交付申請が混み合い、申請から交付まで
通常よりも時間を要することが予想されます。まだ、
マイナンバーカードを取得されていない方でマイナポ
イントを希望される方は、早めの申請を行いましょう。

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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税務課では適切な課税を行うために︑町内
の新増築家屋や取り壊し家屋の把握に努めて
います︒次のような場合は税務課に届け出を
お願いします︒

◆新築・増築をしたとき

税務課職員がお伺いして︑家屋調査をさせ
ていただきます︒この調査は︑固定資産税の
基礎となる評価額を算出するために行うもの
です︒
町では︑例年９月から家屋調査を実施して
おり︑完成した家屋から順次行っていますが︑
入居前に調査をしてほしいという方は︑完成
後お早めにご連絡ください︒ご都合の良い日
を相談のうえお伺いします︒

◆取り壊しをしたとき

広 報 しかま

家屋の一部や全部を取り壊したり︑取り壊
す予定のある方は︑﹁家屋滅失確認申出書﹂を
提 出 し て く だ さ い ︒︵ 用 紙 は 税 務 課 に あ り ま
す︶
職員が現地を確認し︑取り壊した建物につい
ては︑翌年度から固定資産税が課税されませ
ん︒

２１５５

2020.８月号

◆未登記家屋の所有者を変更したとき

☎

登記されていない家屋の所有者を変更した
ときは︑﹁家屋所有者及び納税義務者変更申出
書﹂を提出してください︒︵用紙は税務課にあ
ります︶
この手続きをしないと︑翌年度以降も前の
所有者に課税されることになりますので︑
忘れずに届出をしてください︒

固定資産税係

問い合わせ先

税務課
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７月１日、
「社会を明るくする運動」色麻町推進委
員会が開催され、佐々木 佑会長より早坂町長へ内閣
総理大臣からのメッセージが伝達されました。
早坂町長から「地域とのつながり、コミュニティを
大切にしながら、今後も明るい町となるよう保護司・
更生保護女性会の方々にお力添えを頂きたい。」と挨
拶がありました。

詳細は、９月号で再度お知らせいたします。

問い合わせ先

65
−

〜社会を明るくする運動 色麻町推進委員会開催〜

こんにちは

問い合わせ先
色麻町地域包括支援センター
☎66ー1071

地域包括支援センターです

＊コグニサイズ…コグニション（認知）とエクササイズ（運動）
を組み合わせた造語です

認知症予防にコグニサイズ
コグニサイズとは

運動と、認知課題（計算、し
りとりなど）を組み合わせて同
時に行う、認知症予防を目的と
した取り組みのことを言います。
例えば、ウォーキングしなが
らしりとりをしたり、簡単な計
算をしたり。天気の悪い日は自
宅で足踏みしながらでもいいで
すね。体と頭を同時に鍛えられ、
一石二鳥のトレーニングです。

新型コロナウイルス感染症の影響で延期していた検診（健診）について
健診の日程が決まりましたのでお知らせいたします。
※国保特定健診は、加美郡内の医療機関
で個別に受けることもできます。
対象の方へ通知しておりますので、希
望の方はお申し込みください。

国保特定健診・一般健診・後期高齢健診
前立腺がん検診・肝炎ウイルス検査（集団健診）
日
程 12月16日・17日・18日・19日・21日・22日
受付時間 午前７時30分〜10時30分
場
所 保健福祉センター
※受診票は11月下旬に送付いたします。
問い合わせ先

ご不明な点等ありましたら下記までお問
い合わせください。

保健福祉課 保健係

☎66−1700

介護保険料が変わりました

第３段階

Eメールアドレス

第２段階

※基準額は、基準月額5,600円
×12月×各段階別負担割合
で算定（100円未満切り捨て）
された額です。

第１段階

問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係
☎66−1700

介護保険料基準額（一部抜粋）
段階

令和元年10月からの消費税増税
に伴い、第１号被保険者（65歳以
上）の保険料について、令和２年
度も第１段階から第３段階までの
低所得者の介護保険料を軽減しま
す。

低所得者対象

令和元年度
（負担割合）
（基準額）
0.375
25,200円

令和２年度
（負担割合）
（基準額）
0.3
20,160円

対象者
●生活保護を受けている人
●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入
額が80万円以下の人
0.625

42,000円

0.5

33,600円

対象者
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入
額が80万円超120万円以下の人
0.725
48,720円
0.7
47,040円
●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入
額が120万円超の人

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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８月は「食品衛生月間」です。しっかりと手洗いをして、食中毒を予防しましょう！

保健・福祉

会場：保健福祉センター

８月の健診・予防接種

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

乳児健康診査

３歳児健康診査

日
７日
（金）

21日
（金）

対

象

者

令和２年４月生まれ
令和元年11月生まれ

平成28年８月
〜10月生まれ

内

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

身体計測、問診、尿検査
目・耳の検査
内科・歯科診察
保健・栄養相談

・問診票
・母子健康手帳
・バスタオル
・各種アンケート
・尿容器

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。

事業主の方へ

「新型コロナウイルス感染症に関する
母性健康管理措置による休暇取得
支援助成金」を創設しました
助成金の概要
次の①〜③の全てを満たす事業主が対象です。
令和２年５月７日から同年９月30日までの間に①新
型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とし
て、医師または助産師の指導により、休業が必要とされ
た妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度（年
次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の６割以
上が支払われるものに限る）を整備し、②当該有給休暇
制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健
康管理措置の内容と合わせて労働者に周知した事業主で
あって、令和２年５月７日から令和３年１月31日まで
の間に③休暇を合計して５日以上取得させた事業主

気をつけましょう！
マスク着用により、
熱中症のリスクが
高まります。
新型コロナウイルス感染防止のための
「新しい生活様式」の基本の一つとなって
いる「マスク着用」ですが、マスクを着け
ると皮膚からの熱が逃げにくくなるため、
気づかないうちに脱水になるなど体温調節
がしづらくなります。
これから、本格的な夏がやってきます。
熱中症予防と感染症対策として新しい生
活様式をうまく取り入れながら、マスクを
つけるようにしましょう。

支 給 額
対象労働者１人当たり
有給休暇５日以上20日未満：25万円
以降20日ごとに15万円加算（上限額：100万円）
※事業所当たり20人まで
申請期間
令和３年２月28日まで
問い合わせ先
宮城労働局雇用環境・均等室 ☎022-299-8844
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage̲11686.html
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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

★第１回スケートボード教室

★地区対抗年代別ソフトボール大会

日 時
場 所
対象者

日 時
場 所
対象者

８月８日（土）午後１時〜
町民体育館
町内小・中学生（申込者）

☎65−3110
☎65−3616

学校図書館８月の休館日
のお知らせ

８月16日（日）午前８時30分〜
町屋外運動場
申込みチーム

展示の案内

休 館 日：１・２・８・９・10・11・12・
13・14・15・16・22・23・29・30日

現在、農村環境改善センター１階エントラン
スにて、町文化協会所属の「らくらく編み物教
室」会員の皆さんが作成した作品を展示してお
ります。
農村環境改善センターにお寄りになった際は、
ぜひご覧ください。

特別整理休館日：28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〜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。

天野
辰夫

修子

球児らの練習の声流れきて
久々聞くと畑に顔上ぐ
小松れい子

いしかわこう

ため息によいため息があると言い
かた
君は傍へに﹁はああーっ﹂とポジティブ

広 報 しかま

せせらぎ短歌集

懐かしき人びとの顔ことごとく
い
と し
思い出だせぬ年齢となりたる

千葉

ね

宵やみに透る胡弓の音にひかれ
八尾に向かふふたたびの夢

実里

川柳クラブ﹁田園﹂

︽自慢して 見上げる空の ある田舎︾
︽次の世は 海や山から プラのごみ︾早坂

松子

鈴木せい子

︽味の濃い 田舎料理は 祖母の味︾
︽おしめりが ほしいと野菜 悲鳴あげ︾
戸叶

︽田舎でも 住めば都さ 四季の歌︾
︽自粛して 行くは畑の 草むしり︾

shikama@town.shikama.miyagi.jp

宮子

佐藤美智子

Eメールアドレス

遊子

【女子の部】
優 勝 中村とよみ
準優勝 高橋久喜子
第３位 佐藤 桂子

︽田舎っぺ ﹁大ちゃん音頭﹂の 数え唄︾
︽産直で 移ろう季節 買い求め︾
佐藤

【男子の部】
優 勝 鈴木
隆
準優勝 曽根
侃
第３位 鴇田 英昭

護

７月17日（金）

愛宕山公園パークゴルフ場（敬称略）

︽疎開した 田舎で空襲 から逃れ︾
︽軍手干す 梅雨空日銭 減っていく︾畑山

第５回町長杯
グラウンドゴルフ大会結果

きよ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
変更、運休となる場合がございます。
ご了承ください。

小松

巡回場所
時 間
日 程
清水保育所
10：00〜10：45
20日㈭
子育て支援センター 11：15〜11：45

佐藤

巡回場所
時 間
日 程
色麻保育所
９：45〜10：45
４日㈫
子育て支援センター 11：15〜11：45

昼食に早いと思いお茶にして
横になるうち昼寝となりぬ

時 間
日 程
９：45〜 10：45 27日㈭

ハンドルをポンと叩いて﹁ありがとう﹂
運転五十年今日で卒業
早坂とし子

巡回場所
色麻幼稚園

娘の弾きし﹃貴婦人の乗馬﹄のピアノ曲
レコードに作りて引出しに古る
浅野 はつ

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。

新緑のけやきを渡る風さやか
自粛解除の定禅寺通り

●

ステーホームと畑の草取り精を出す
マスクはずしてひとりの世界 菅原知恵子

●

光なきこの世に君は懸命に
生きくれしおりただありがとう

８月の移動図書館車
「なかよし号」運行予定
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大崎支部早起き野球リーグ戦
に ︑﹁ 将 来 は 教 師 に な っ て ︑ 野
球の指導者になる﹂という目標
を︑実現させた選手がいる︒加
美球友・熊谷吏矩︵りく︶捕手
︵ 歳・宿出身・仙台市在住︶︒
﹁今までやってきた野球は︑
﹃指導者になった時のために﹄
を意識して︑取り組んできた﹂︒
宮城教育大卒業︑最初の赴任
地が岩沼中で︑野球部の顧問に
就任︒現在は新型コロナウイル
ス感染防止のため︑週２日の練
習という状況が続いている︒し
かし﹁それを言い訳にしない︑
短時間で効率の良い練習と自主性を重んじた指
導がモットー﹂と話す︒
色麻小・あたごクラブで野球を始め︑父親の
〝スパルタ練習〟で鍛えられた︒幾度となく涙
し︑その度に﹁男だろ！泣くのが嫌なら努力し
ろ！﹂と︑容赦ない言葉が浴びせられた︒その
父親も練習に付き合い︑高校まで野球漬けの
日々が続いた︒その甲斐があって中学︑高校で
は主将で捕手︑４番を任される中心選手に成長︒
徐々に﹁試合の責任は自分にある﹂と︑強い責
任感が養われていった︒
古川高校２年︑春の県大会で︑塩釜高校と対
戦し︑延長 回引き分け︒再試合も延長でサヨ
ナラ負けを喫した︒﹁リードの未熟さと︑４番
打 者 敬 遠 ︑ 自 分 勝 負 に こ と ご と く 凡 退 した﹂︒
中心打者として︑力不足を思い知らされる︒
この屈辱的な試合を期に﹁めちゃくちゃバッ
トを振った﹂︒迎えた最後の夏の甲子園宮城大
会︒２回戦 で 第 ２ シ ー ド の 柴 田 高 校 と 対 戦 し ６ ２
で 勝 利 ︒翌日のスポーツ紙には﹁古川大金星﹂の文字
が躍った︒続 く ３ 回 戦 は 古 川 工 業 と 対 戦し 延 長 戦 へ︒
回 の 表 ︑本塁打を打たれた２年生投手の﹁心が折れ
たような音が聞こえた﹂という︒その後も失点を許し︑
先輩捕手としての責任を感じた︒その裏２点タイムリ
ー３塁打を放ち︑４番の意地を見せる︒﹁スタンドの応
援に背中を押され︑打てた気がした﹂と振り返る︒古川
工は決勝戦まで勝ち進み︑優勝した仙台育英は甲子園
でも準優勝した夏だった︒
好きな言葉はナイキ社の企業スローガン﹁just
do it﹂︒目標は﹁強い加美球友の復活と︑指導者
としての全国大会出場﹂
と力強く語る︒
父親の兄弟３人共︑あ
たごクラブのＯＢで︑小
学︑中学︑早起き野球で
全国を経験︒脈々と受け
継がれる熊谷家の〝熱
血〟が全国へと導く︒

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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▲おいしいえごまが収穫できますように！
▲えごまの苗に興味津々な子ども達。

「Just do it.が信条」

10

７月10日、色麻小学校５年生（61名）を対象に、
元サッカー日本代表の安永総太郎さんと、元フットサ
ル選手の久光邦明さんを迎え、夢教室が開催されまし
た。
新しい生活様式となる中でも
コミュニケーションや互いを思
いやる事やソーシャルディスタ
ンスの大切さ、目標をもって自
分なりの努力の方法を見つけ、
前向きな気持ちで夢に向かう大
久光邦明さん
切さを学びました。

公民館からのお知らせ

町では、地域づくりや地域コミュニティの活
性化を図ることを目的として行政区主催・地区
全世帯を対象とした下記の事業に対し、助成金
を交付いたします。
地域に対する皆さんの思いを活かした地域づ
くりが実現できるよう応援していきます！
申請方法など詳しくは公民館☎65-3110ま
でお問い合わせください。

安永総太郎さん

助成対象
地区運動会・スポーツ大会、お祭り、講演
会、環境美化運動、防災訓練など…

早起き野球
こぼれ話 274

15

〜未来へ羽ばたこう〜

まなび のひろば
元気はつ
らつ
しかまっ
子

えごまのことを聞いてみよう！

６月25日、色麻小学校４年生（49名）が総合学習の一環で、本町の地域特例作物
である「えごま」についての理解を深めました。
当日は産業振興課、公民館職員が講師となり、えごまの植え付けから収穫、脱穀ま
での課程を学びました。えごま油が実際作られる様子が動画で流れると子ども達から
は「おー！！」という驚きの声があがっていました。
７月７日には、学校付近の学習畑でえごまの苗の定植を行いました。秋頃には収穫、
脱穀の作業が行われる予定です。

▲なぜえごまが作られる
ようになったのかなど
の歴史も学びました。

明日につながる素晴らしい出会い〜夢教室開催〜

23

−

８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

10:10〜11:00

動

名

備

わいわい広場

８月４日（火）

〜コーナーあそび〜
＊なかよし号巡回日

８月６日（木）

ふれあいあそび

８月18日（火）

製作あそび

＊なかよし号巡回日

８月25日（火）
＊おはなし会

お誕生会
＊身長、体重測定日

８月27日（木）

・

準

備

物

・トンネルやマット等の運動あそび、ポンポンプール、ボック
ス、シール貼りなど、好きなコーナーで遊びます。
・ふれあいあそびを親子一緒に楽しみます。
大判の薄手のハンカチをお持ちください。
・絵の具を使用して、夏の壁画製作をします。
汚れてもよい服装でご参加ください。

夏まつりごっこ

８月20日（木）

考

・「夏まつり」にちなんだ、おまつりごっこを
して遊びます。甚平や浴衣があるお子さんは
着用してご参加ください。
・８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。
・身体を動かすことが楽しくなる、色々な遊びや
体操を親子やお友だちと一緒に楽しみます。

運動あそび

※９月１週目のおしらせ
９月３日（木）

・安全な小麦粉粘土で、ちぎったりこねたり転がしたり、
指先をたくさん使って自由に触感を楽しみます

小麦粉粘土

★小学生対象事業★

母親クラブ
よさこい練習日

♪夏休みかんたん工作あそび

５日・19日㈬
10：30〜11：30

○開催日：８月11日（火）午前10時〜
○内 容：「折り染め」を使った
うちわ製作など
○対 象：小学１年生〜３年生
○参加費：400円

休館日のおしらせ
8月13日㈭・14日㈮は
お盆期間中のため休館です。
＊上記のほか、毎週土、日曜日、
祝日は休館日です。

13日㈭〜16日㈰まで

子育てホットダイヤル
ご利用について

８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。

10：50〜11：00

25日（火）

♪申し込み・参加費不要
♪お気軽に遊びに来てください

♪利用時間♪
月〜金曜日
午前９時〜午後４時

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

※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

広 報 しかま

16
2020.８月号

14

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

ミヤコーバスからのお知らせ

町長の動静をご理解いただくために７月の公務の
一端をお知らせします。

お盆期間中は

休日ダイヤ運行 となります
８月13日㈭〜16日㈰まで、土日・祝日の休
日ダイヤ運行となりますので、時刻を確認の上、
お間違いのないようご利用願います。

★色麻線

★高速仙台・加美線

問い合わせ先
㈱ミヤコーバス古川営業所 ☎22-1781

特別定額給付金の申請受付期限は

１日

定例連絡会議、「社会を明るくする運動」メッセージ
伝達式

２日

加美郡保健医療福祉行政事務組合議会議員全員協議会
・臨時議会

９日

児童センター運営協議会

10日

大崎地域県市町政策調整会議（大崎市）

13日

宮城県国民健康保険団体連合会理事会（仙台市）

14日

水土里ネットみやぎ北部支部通常総会（大崎市）

15日

東北防衛局へ要望活動（仙台市）

17日

町長杯グラウンドゴルフ大会

20日

農業委員会委員任命式

22日

宮城県国民健康保険団体連合会総会（仙台市）

27日

町介護保険運営委員会

８月17日までです

町内の身近な話題や情報をお待ちしていま
す。電話、FAX、メ−ル等でお寄せください。

申請期限を過ぎる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、期限
までに手続きを行うようお願いいたします。
ご不明な点は総務課（☎65-2111）までご
連絡ください。

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

15

2020.８月号

日

時

８月20日（木）
10：00〜15：00
毎週月曜日・木曜日
9：00〜16：00
８月11日（火）
9：00〜15：00
随

時

８月 ４日（火）
11：00〜
８月11日（火）
14：00〜
８月17日（月）
13：00〜
平日
9：00〜16：00

広 報 しかま

場

《企画情報課》
☎65−2127／FAX 65−2685
kouho@town.shikama.miyagi.jp

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

務

合

総

課

☎65-2111

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）

備

考

今月から再開します。
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
心の悩みを抱え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

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
＊対象となる労働者：建設現場で働く
人（一人親方でも任意組合を通じ加
入できます）
＊掛金：１日310円（掛金は全額事業
主負担）

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

☎65ｰ2224

就学義務猶予免除者等の
中学卒業程度認定試験

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。

県義務教育課管理調整班
☎022ｰ211ｰ3642
病気などやむを得ない事由により、
就学義務を猶予または免除された人な
どに対して、中学校程度の学力がある
ことを認定するために国が行う試験で
す。合格者には高等学校の入学資格が
与えられます。
試験日 10月22日㈭
会 場 宮城県行政庁舎11階
1101会議室
試験科目 国語、社会、数学、理科、
外国語（英語）
受付期間 ９月４日㈮まで
（当日消印有効）

◆愛宕山販売の日◆

・８月６日（木）
午前10時〜午後１時
・農業伝習館前
◆地産地消の日◆

・８月７日（金）
午前10時〜午後１時
・役場内待合ロビー
◆特産品販売の日◆

・８月18日（火）
午前10時〜午後１時
・かっぱ笑会

募

※但し、天候等により中止となる
場合もあります。

被災市町任期付職員募集
宮城県総務部市町村課行政第二班
☎022ｰ211ｰ2334
https://www.pref.miyagi.jp/site/
ej-earthquake/gyou2-ninki.html

建設業の活力・働く者の安心
建退共宮城支部
仙台市青葉区支倉町2−48
宮城県建設産業会館内
☎022ｰ263ｰ2973
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp

下記市町では、東日本大震災及び令
和元年東日本台風からの復旧・復興に
係る任期付職員を募集しています。

けんたいきょう

「建設業退職金共済制度」
（建退共）
「建退共制度」は建設現場で働く人
のために中小企業退職金共済法という
法律によって昭和39年に国が作った退
職金制度です。
＊加入できる事業主：建設業を営む方

職

種

給 与
募集市町

事務、土木・建築等（募集職
種・人数は市町により異なり
ます）
各市町の規定による
石巻市、気仙沼市、角田市、
山元町、丸森町、南三陸町

項

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）
設

単位：マイクロシーベルト毎時

名

月

日

測

定

役場前（地上1ｍ）

０．
０2

色麻幼稚園（旧清水小）
（園庭５０ｃｍ）

０．
０4

色麻小学校・色麻中学校 (校庭１ｍ)
色麻保育所 (所庭５０ｃｍ)

７月15日
（月に１回）

清水保育所 (所庭５０ｃｍ)

相

談

東北財務局からのお知らせ
東北財務局総務部 財務広報相談室
☎022ｰ263ｰ1111（内線3016・3187）
返しきれない借金で悩んで
いませんか？
東北財務局では、クレジットカード
やローンなどの借金返済に関する相談
に応じています。
専門相談員が相談の悩みを丁寧にお
聞きし、問題の解決に向けアドバイス
等を行うとともに、必要に応じて弁護
士・司法書士などの専門家に引継ぎを
行っています。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。
まずはお電話で、お気軽にご相談く
ださい。
対

象

受付時間
連絡先

借金返済でお悩みの個人の方
（自営業者の方を含む）
月〜金（祝日、年末年始を除く）
午前９時〜正午
午後１時〜５時
東北財務局 金融監督第三課
多重債務相談窓口
仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎Ｂ棟５階
☎022−266−5703（直通）

８月の税・使用料金の納期

空間放射線量測定に関する情報
施

集

採用説明会
９月６日㈰ 午後１時〜
※会場等詳細については県ホ
ームページでご確認いただ
くか、お問い合わせ先にお
電話でご確認ください。
申込受付期間
９月16日㈬（必着）
募集要項・受験申込書
宮城県庁１階総合案内、募集
市町で配布またはホームペー
ジからダウンロード

値

０．
05
０．
04
０．
05

◆測定場所の（ ）内は、地面の状態及び測定高さ

目

町県民税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

月・期別
第２期
第３期
第３期
第２期

納

期

８月25日
（火）

奨学資金返還金
保育所保育料

８月分

８月25日
（火）

学校給食費

８月分

口座振替／
８月25日
（火）

上下水道使用料
（清水地区 上郷〜小栗山）
住宅使用料

８月分
８月分

口 座 振 替／８月25日
（火）
集金・納付書／８月31日（月）

８月31日
（月）

※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

広 報 しかま
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Information
金
年

31

85

次世代育成支援のため︑国
民年金第１号被保険者が出産
を行った場合には︑出産前後
の一定期間の国民年金保険料
が免除されます︒
すでに法定免除・申請免
除・納付猶予・学生納付特例
が承認されている方でも︑産
前産後免除に該当する場合は︑
届出をすることにより﹁保険
料納付済み﹂と同じ扱いにな
り︑老齢基礎年金の受給額に
反映されますので︑忘れずに
手続きしましょう︒

国民年金

令和２年７月分保険料の納付期限
（口座振替日）
は
令和２年８月31日
（月）
です。
平成30年７月分納付書の使用期限は、
令和２年８月31日
（月）
です。

わが町から無年金者をなくしましょう

窓

・令和２年６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

行政区

氏

父

母

行政区

上黒沢

菅原

美織

和朗

里紗

志津

永山

優亜

裕一

春華

宿
下黒沢
下黒沢
向町
道命
袋
小栗山

結

名
み おり
ゆ

あ

婚
本田

開秀（王城寺）

今野

梓（大崎市）

●８月の燃えないごみ収集●
収集日
4日㈫
5日㈬
6日㈭
7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

●８月の燃やせるごみ収集●
収集日
毎週月・木曜日

17
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収集区域
全区域
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尊

名

武藤 昭子
早坂
享
菅原いちの
時田 一男
伊 みや子
相澤
孝
遠藤 朝三

年齢
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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
4日㈫ 向町、二反田、上郷、
18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、
11日㈫
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
25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

届出時期
出産予定日の６ヵ月前から
受け付けます︒出産後の受付
も可能です︵免除開始は平成
年４月分から︶︒

申請に必要なもの
年金手帳︵基礎年金番号通
知 書 ︶︑ 母 子 健 康 手 帳 ︑ 身 分
証明書︵運転免許証・マイナ
ンバーカードなど︶

支えてもらう

対象となる方
国民年金第１号被保険者で
出産日が平成 年２月１日以
降の方
出産とは︑妊娠 日︵４ヵ
※
月︶以上の出産をいい︑死
産︑流産︑早産された方を
含みます︒

免除される期間
出産予定日または出産日が
属する月の前月から４ヵ月間
多胎妊娠の場合は︑出産予定
日または出産日が属する月の
３ヵ月前から６ヵ月間
保険料を全納済みの場合は︑
※
産前産後免除期間分が還付︑
または未納分︵２年以内︶
に充当されます︒

支えたら

出

古川年金事務所
☎23ー１２００

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
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人口と世帯
（

令和２年６月末日現在

）内は前月比

世帯数
人 口
男
女

※外国人の方も含む

2,093戸（− ３ 戸）
6,711人（−12人）
3,243人（− ４ 人）
3,468人（− ８ 人）

６月のうごき
出
転

生 ２人
入 11人

死
転

亡 ７人
出 18人

６月までのうごき
出

生 18人

死

亡 53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〜６月）
発生件数
51件
死亡者数
0人
負傷者数
9人
■町内の火災（令和２年１月〜６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
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「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。
１歳になりますます元気にお姉ちゃんを
追いかけます。音楽に合わせて踊るのが
大好きなわが家のアイドルです。

令和
８

わが家のニンキもの
誕生日おめでとう！
なおくんの笑顔は家族みんなの癒やしです。
元気で育ってね。

■ 広 報 し か ま
２

「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

一の関

保

科

（父

なお

直

つぐ

嗣くん（０歳）

利之さん、母

北大

早

朋美さん）

坂
（父

ひまりちゃん（１歳）
弘昌さん、母

麻里さん）

愛宕山公園のあじさいと、農業伝習館のラベンダー畑（しゃくやく園内）
今年もきれいに咲き、
訪れる人々を癒やして
いました。

〒９８１ー４１２２
宮城県加美郡色麻町四
字北谷地
☎０２２９ー ー２１２７
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●８月の休日当番医●
診療日

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
鈴木診療所
☎68-2121 片 倉 病 院（内科）☎22-0016
２日（日）
（加美町・宮崎地区）
〃
（外科）
〃

９日（日）

大山医院
☎63-3054 大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃
（加美町・中新田地区）

10日（月）

佐藤医院
☎82-2656 永 仁 会 病 院（内科）☎22-0063
（大崎市・鳴子地区）
〃
（外科）
〃

16日（日）

佐々木胃腸科
☎63-3324 古川星陵病院（内科）☎23-8181
〃
（外科）
〃
（加美町・中新田地区）

23日（日）

鈴木内科医院
☎63-3056 大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃
（加美町・中新田地区）

森皮膚科医院
☎72-2244 佐 藤 病 院（内科）☎22-0207
30日（日）
徳永（整）病院（外科）☎22-1111
（大崎市・岩出山地区）

● 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 向日葵 平日日帰りプラン ＊8月8日㈯〜16日㈰の期間、日帰りプランはお休みさせていただきます。

㈲ 中 村 印 刷

●料 金／お一人様 1,600円
●期 間／令和２年８月３日㈪〜31日㈪
●メニュー／油淋鶏、海老と夏野菜のオイスター炒め、
●温泉入浴と個室の食事（お弁当）がセットになった
平沢豆富の冷奴、ご飯、味噌汁、香の物
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
■平沢交流センターかっぱのゆ ☎65-4505
３日予約を！
平日４時間・個室付き。
ご
今月の休館日 ◆８月24日
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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