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待ちに待った授業！

かっぱ
の

静まりかえっていた校舎にやっと元気な声が戻
ってきました。
マスクの着用・座席をはなしての授業・手洗い
の徹底など、コロナ対策を万全にしながら勉強を
（撮影日 ５月19日㈫）
頑張っています。
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

新型コロナウイルス感染症関連のお知らせ
特別定額給付金について

８月
までに 17日
申
くださ 請して
い。

特別定額給付金については、順次支給
を行っています。
申請から支給まで２週間程度かかり、指定口座
へ振込をする際は、支給決定通知書兼振込予定通
知書を送付しています。申請後、２週間が過ぎて
も、通知書が届かないなど、不明な点がありまし
たら、総務課までお問い合わせください。

給付金制度を装った詐欺に
ご注意ください

新型コロナウイルス
感染症拡大防止協力金の
申請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、４
月25日〜５月６日までの間に宮城県の休業要請
又は営業時間の短縮要請に全面的に協力いただい
た中小の企業者に対し、協力金を支給いたします。
支給にあたっては、加美商工会色麻支所と産業
振興課に申請窓口を設置しております。

申請期限は、８月31日（月）までです。

給付金制度の手続きについて、町や総務省
等の機関がATM（現金自動預払機）の操作
をお願いしたり、手数料の支払いを求めるこ
とは絶対にありません。
ご自宅や職場に、町や総務省等をかたる不
審な電話や郵便、メールが届いたら、総務課
または警察にご相談ください。
問い合わせ先

総務課 ☎65−2210

問い合わせ先

企画情報課 ☎65−2127

新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う
新型コロナウイルス感染症予防対策に伴う

新型コロナウイルス感染症の影響により
新型コロナウイルス感染症の影響により

について
について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入
に相当の減少があった方は、町税の納税の猶予を
受けることができます。

イベント・行事等の対応

町主催のイベント・行事等について、中止又
は延期を決定したものについて、下記のとおり
お知らせいたします。

開催日

イベント・行事等名

対応

６月21日

消防演習

中止

８月 ２日

かっぱのふるさと祭り

中止

８月15日

成人式

延期

９月 ６日

町民運動会

中止

９月19日

敬老会

中止
（5月15日時点）

９月20日以降のイベント・行事等の対応につい
て、決まり次第、広報紙等で随時お知らせして
いきます。

町税の納付が困難な方へ

※あくまでも１年間の猶予であり、減額・免除ではあ
りません。

対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和
２年２月以降の任意の期間（１か月以上）におい
て、収入が前年同期に比べ概ね20％以上減少し、
一時に納付を行うことが困難である納税者・特別
徴収義務者
対象となる税目
令和２年２月１日から令和３年１月31日まで
に納期限が到来する、町県民税・固定資産税・軽
自動車税・法人町民税・国民健康保険税
申請方法
６月30日まで、または対象税目の納期限のい
ずれか遅い日までに申請書を提出
※申請書のほか収入状況や預貯金の状況がわかる資料
を提出していただきます

問い合わせ先
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

税務課 ☎65−2155
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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

令和２年度

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
を引き続き受け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︑忘れず手続きされま
すようお願いいたします︒
なお︑新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため︑郵送での手続きに
ご協力ください︒

15

１．提出するもの
現況届用紙︵６月１日現在の状
況を記入・押印したもの︶
＊世帯の状況に応じて︑その他書
類を提出していただく場合があ
ります︒

２１５６

午前８時 分 〜 午 後 ５ 時 分

30

２．提出方法
町民生活課へ郵送または持参に
より提出してください︒
郵送 案内に同封する返信用封筒
に切手を貼り︑郵送してく
ださい︒

持参

３．提出期限
６月 日︵火︶まで

︻問い合わせ先︼
町民生活課 ☎
65
−

30

子育て世帯への臨時特別給付金のご案内

「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受
給する世帯（０歳〜中学生のいる世帯）に対する臨時特別の給付金（一時金）です。
支給対象者
令和２年４月分（３月分を含む）の児童手
当受給者の方に支給します。特例給付受給者
は対象となりません。
対象児童
児童手当の令和２年４月分の対象となる児
童です。ただし、同年３月分の児童手当の対
象となっている児童であれば、４月から新高
校１年生となっている場合等も対象となりま
す。
給付金額
対象児童１人につき、１万円です。
問い合わせ先

公民館からの
お知らせ

申請方法
原則不要です。受け取りを希望しない場合は、６月15
日（月）までに申出書をご提出ください。
公務員の方は、所属庁から証明を受けた申請書と、振込先を確認
できる通帳やキャッシュカードのコピーを、町民生活課へご提出く
ださい。受付期間は６月１日（月）から８月31日（月）までです。

・指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場
合は、この給付金は支給されませんので、12月末まで
に必ずご対応をお願いします。
支給方法
支給の準備が整いましたら、児童手当を受給している口
座（公務員の方は申請いただいた口座）へ振り込みます。
町民生活課

☎65−2156

地域コミュニティ推進事業に助成します
地域コミュニティ推進事業に助成します

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、助成金を交付するこ
とといたしました。
この事業をとおして、地域に暮らす人たちの思い
を活かした地域づくりが実現できるよう応援してま
いります。
【助成対象事業】
①スポーツ振興に関する事業（地区運動会・スポー
ツ大会等）
②地域づくり振興に関する事業（お祭り・講演会・
イベント等）

③芸術・文化振興に関する事業（伝統芸能等）
④自然・生活環境に関する事業（環境美化運動・花
いっぱい運動等）
⑤防犯・防災に関する事業（防災訓練・防災及び防
犯研修会等）
【助成金額】
200世帯未満は30,000円上限、
１行政区
あたり
200世帯以上は60,000円上限 とします
※複数回の事業を対象にすることは可能ですが、
年間助成額は上記の金額が上限となります。

申請方法など詳しいことにつきましては、公民館（☎65−3110）までお問い合わせください。
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公立加美病院からのお知らせ
６月より、外来診療（午後）の受付・診療時間（土・日、祝日等を除く）を下記のとおり変更いたします。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、宜しくお願いします。

◆６月１日（月）〜
【受付時間】午前８時30分〜11時30分
【診療時間】午前９時〜正午

◎午後１時30分〜午後４時に変更
◎午後２時〜午後４時30分に変更

※ただし、耳鼻咽喉科、循環器科、乳腺外来については従来通りです。
□耳鼻咽喉科
□循環器科
月曜日〔受付時間〕午前８時30分〜午前11時
火曜日〔受付時間〕午前８時30分〜午前11時30分
〔診療時間〕午前９時30分〜午前11時30分
〔診療時間〕午前９時〜正午
木曜日〔受付時間〕午後１時30分〜午後３時30分 □乳腺外来
〔診療時間〕午後２時〜午後４時
木曜日〔受付時間〕午後１時30分〜午後４時30分
〔診療時間〕午後２時〜午後５時
問い合わせ先

公立加美病院

☎66−2500

町営住宅の入居募集のお知らせ

町営住宅の入居者を募集します。入居を希望する方
は建設水道課にある申込書に必要事項を記入のうえ
申込みをしてください。
なお、申込者多数の場合は、抽選によって入居者
を決定しますが、町営住宅管理条例第８条で規定し
ている方（身体障害者・寡婦等）を優先的に入居予
定者として決定する場合もありますので、ご了承願
います。

問い合わせ先

建設水道課

☎65−2224

※家賃は入居者の所得によって異なります。

○敷金 決定した家賃の３ヶ月分
○入居資格
①現在住宅に困っている方
②条例に定める基準の収入を超えない方
③原則として同居する親族のある方
④町税等の滞納がない方
○申込受付期間・時間
６月８日㈪〜19日㈮ 午前９時〜午後５時
○入居時期 ６月下旬〜７月上旬

令和２年定例会4月会議

20

日会期︶

広 報 しかま

︵４月

shikama@town.shikama.miyagi.jp

42

議決された主な内容

日会期︶

★報告第１号
専決処分の報告について︵色麻町
税条例等の一部改正︶
★報告第２号
専決処分の報告について︵色麻町
国民健康保険税条例の一部改正︶
★議案第 号
和解及び損害賠償の額を定めるこ
とについて
□令和2年度予算の補正
★一般会計補正予算︵第2号︶
十八万五千円を増額し︑予算総額
三十九億七千九百三十万三千円とな
りました︒

︵５月

令和２年定例会5月会議

議決された主な内容

□令和2年度予算の補正
★一般会計補正予算︵第3号︶
七億八十一万六千円を増額し︑予
算総額四十六億八千十一万九千円と
なりました︒
歳出の主なもの
・特別定額給付金
六億七千三百七十万円
・子育て世帯臨時特別給付金
九百万円

町議会からのお知らせ

色麻町議会定例会6月会議は︑6月
9日︵火︶から開会予定です︒

Eメールアドレス

８

○募集する住宅 花川住宅
・募集戸数：１戸（２ＤＫ）
・家賃月額：18,400円〜53,700円
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不法投棄は犯罪です！
不法投棄は法律で禁じられており、「５年以下の
懲役、もしくは１千万円以下の罰金」が科せられる
犯罪行為です。不法投棄は不法投棄現場付近の住民
が迷惑になることはもちろん、自然環境にも大きな
影響をあたえますので、絶対にやめましょう。
自分の所有地または管理地に不法投棄をされてし
まった場合、投棄者が特定できる場合は、その人物

に撤去していただきます。
しかし、特定できない場合は土地の所有者または
管理者が自らの責任でごみを撤去しなければなりま
せん。町でも巡回等を実施してはいますが町から不
法投棄を無くすため地権者の方々も見回りを行うな
ど未然の防止をお願いします。

に！

う
いよ

ごみの出し方
新型コロナウイルス対策として、「ごみに直接触れ
ない」「ごみ袋はしっかりしばって封をする」そし
て 「ごみを捨てた後は手を洗う」 この３点を心がけ

て！

な
ばっ
りし
触れ
か
に
しっ
ごみ
袋は
み
ご
手洗い！
捨てたら

てください。マスク等のポイ捨ては絶対しないよう、
ご協力お願いします。

また、急ぎでない家庭ごみについては、しばらくの間処理施設への
直接搬入を控えていただくか、ごみを持ち込む場合も最小限の人数で、
できるだけ感染リスクを減らすことにご協力お願いします。
ご不明な点等ございましたら、町民生活課環境衛生係まで、お問い
合わせください。

令和３年度採用

令和３年度採用

加美郡保健医療福祉行政
事務組合職員募集
職種及び
募集人員
受験資格
受付期間
試 験 日

試験会場

平成３年４月２日〜平成11年４月１日ま
でに生まれた方
６月10日（水）まで
第１次 ７月12日（日）
・教養試験、性格特性検査
第２次 ９月上旬予定
・作文・面接試験
第１次 農村環境改善センター
（新型コロナウイルス感染拡大
の状況により試験会場が変更に
なる場合があります）
第２次 加美郡保健医療福祉行政事務組合

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

詳しくはホームページ（http://www.kamihp.
jp/）をご覧ください。
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町職員募集
職種及び
募集人員

行政（上級）／１名

町民生活課 環境衛生係
☎ 65−2156

受験資格
受付期間
試 験 日

試験会場

①行政（上級）／若干名
②土木（上級）／若干名
①・②昭和60年４月２日〜平成11年４月
１日までに生まれた方
６月10日（水）まで
第１次 ７月12日（日）
・教養試験、性格特性検査（全職種）
・専門試験（土木）
第２次 ９月上旬予定
・作文・面接試験
第１次 農村環境改善センター
（新型コロナウイルス感染拡大
の状況により試験会場が変更に
なる場合があります）
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アドレス（http://www.
town.shikama.miyagi.jp/）をご覧ください。

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

住民基本台帳の閲覧状況を公表します
住民基本台帳法第11条第３項及び同法第11条の２第12項の規定に基づき、平成31年４月１日から令和２年
３月31日までの住民基本台帳の閲覧状況を下記のとおり公表します。
住民基本台帳法第11条第１項（国又は地方公共団体の機関の請求）による閲覧
閲覧年月日

申出をした機関の名称

申出理由の概要

閲覧に係る住民の範囲

令和元年８月23日

宮城県震災復興・企画部

2019年全国家計構造調査
（基本調査）

色麻町四𥧄に在住の104世帯

令和元年10月23日

宮城県震災復興・企画部

2019年全国家計構造調査
（簡易調査）

色麻町四𥧄及び小栗山に在住
の84世帯

住民基本台帳法第11条第２項（個人又は法人の申出）による閲覧
閲覧年月日
令和元年８月８日

申出をした機関の名称

申出理由の概要

日本データサービス株式会社

宮城県環境基本計画策定
に係る県民意識調査

色麻町四𥧄に在住の満18歳
以上の男女 ６名

狩猟免許試験のご案内

鳴瀬川総合開発

「環境影響評価書及び同要約書」
を縦覧します

加美町字漆沢筒砂子地内を事業実施区域とする、
「鳴瀬川総合開発事業（筒砂子ダム他）」に係る環
境影響評価書及び同要約書を縦覧します。
【縦覧期間】６月10日（水）まで
（土・日、祝日、年末年始除く）
【縦覧期間、時間】
・役場１階ロビー
／午前８時30分〜午後５時15分
・鳴瀬川総合開発工事事務所
（住所、連絡先は問い合わせ先に同じ）
／午前９時〜午後５時45分
これらの内容についてとりまとめた評価書を公告
し、６月10日まで鳴瀬川総合開発工事事務所のほ
か、色麻町役場等で縦覧いたします。
今後は、評価書に示した環境への配慮を適正に反
映し、事業を進めてまいります。
※詳しくは、事務所ホームページ（http://www.t
hr.mlit.go.jp/naruse/）をご覧ください。
問い合わせ先
〒989-6117 大崎市古川旭三丁目8-18
国土交通省 鳴瀬川総合開発工事事務所
調査設計課
☎ 22−7811 FAX 22−7822
Eメール thr-narusou02@mlit.go.jp
Eメールアドレス

閲覧に係る住民の範囲

下記の日程で狩猟免許試験を実施しますの
で、希望される方は、下記のいづれかの日程
で受験されますようお知らせいたします。な
お、詳細につきましては、下記までお問い合
わせください。
申込締切

試験日・場所

７月15日（水）
７月１日（水）
岩出山文化会館 ※わな猟限定
７月22日（水）
７月８日（水）
宮城県クレー射撃場・大崎合同庁舎
８月23日（日）
８月７日（金）
宮城県クレー射撃場・大崎合同庁舎
９月12日（土）
８月28日（金）
大河原合同庁舎・登米合同庁舎
令和３年
令和３年１月23日（土）
石巻合同庁舎 ※わな猟限定 １月８日（金）
問い合わせ先
北部地方振興事務所
林業振興部森林管理班

☎91−0765

今年も町内でクマの目撃情報
が寄せられています。
目撃した際は、産業振興課まで
ご連絡願います。
（産業振興課

shikama@town.shikama.miyagi.jp

☎65−2128）
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Shikama Topics

ま ち の

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︒
町内小中学校や幼稚園︑町内
各福祉施設のほか避難所運営時
に大切に使わせていただきます︒

寄贈

・加美町の㈲早秀縫製様より
ナノフィルター付きマスク
１００枚

・三八会︵ 代表 山内成朗氏︶様より
不織布マスク ４︐０００枚

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

▲㈲早秀縫製様

●開催日
●場 所

毎週金曜日
役場敷地内

午後４時〜６時半
かっぱ笑会

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対策を十分講
じて、お待ちしております。

！
応援！
食べて

町内で出前・
町内で出前・お持ち帰りが
お持ち帰りが
できるお店について
できるお店について

新型コロナウイルス感染症の影響により、町内の飲食
店を利用するお客様が激減しています。町の地域経済を
低迷させないためにも、出前やお持ち帰りをぜひご利用
ください！！
実施しているお店、詳しいことにつきましては、町ホ
ームページでご覧ください。
問い合わせ先

7
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日︑アユ・イワナ・ヤ

新型コロナウイルス感染症拡大防止により、生活面の
あらゆる場面で自粛を余儀なくされている中、町内を中
心とした飲食店、食料品店のテイクアウト商品を「かっ
ぱ笑会」に集め販売いたします。
週末の食卓や夜のおつまみとしてちょっと豪華なプロ
の味をどうぞ。

５月

プロの料理をおうちで味わってみよう！

マメの稚魚放流を町内の花川向

やってみよう！しかままちづくりの会からのお知らせ

町公園付近で行いました︒

毎年︑色麻小学校１年生の皆

さんと一緒に交流を図りながら

行ってきましたが︑今年は新型

コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から︑関係者のみでの放

流となりました︒

鳴瀬・吉田川漁業組合の菊地

さ ん と 熊 谷 さ ん は ︑﹁ 子 ど も た

ちに見せたかった︑生きた魚に

ふれたり︑自然に親しむ機会が

ないと思うので︑来年は︑是非︑

▲アユ22キログラム、ヤマメ・イワナ1,500匹放流！

子どもたちと一緒に放流した

い︒﹂と話していました︒

大きくなって帰ってきてね！〜花川へアユ・ヤマメ・イワナ稚魚を放流〜

新型コロナウイルス感染症の影響で
病院の受診を控えている方へ
新型コロナウイルス感染症予防のため、医療機関の受診を控えるような呼びかけがありますが、治療の
差し控えは基礎疾患（持病）の重症化をきたす危険性が高いため、自己判断で治療を止めず、受診につい
ては主治医に相談しましょう。また、現在処方されている薬がある方は、自己判断により薬の服用を止め
たり変更することは非常に危険です。症状を悪化させてしまう可能性がありますので、服用を継続しまし
ょう。病院によっては電話再診で医師が状態を確認し、薬を処方することも
できます。すべての病院で行っているわけではありませんので、主治医に確
認してください。なお、発熱や咳などの症状がみられる場合には、必ず受診
前に主治医に連絡しましょう。
子どもの予防接種はワクチンで防げる感染症の発生及びまん延を防止する
観点から非常に重要です。厚生労働省においては、引き続き定められた期間
に予防接種を実施することが望ましいとされていますので、予防接種を控え
ているお子さんは適切なタイミングで受けましょう。

ヘルプマークは、
配慮や手助けを必要としている方
が身につけるマークです。

新型コロナウイルスに負けない
免疫力アップメニューをご紹介します！
【今が旬！アスパラガスの中華スープ】
《材料（４人分）》
アスパラガス……１束（４〜５本）
にんじん…………２／３本
溶き卵……………２／３個分
鶏ガラスープの素…大さじ１
水……………………３カップ
塩・こしょう……少々
ごま油……………少々

このマークを見たことがありますか？内部障害
や難病など、外見からは分かりにくい困難を抱え
る方への手助けや配慮を促すストラップで、全国
で普及が進んでいます。お互いを尊重し、共に支
え合う文化を醸成するため、県と連携し、配付を
しています。

ⓐ

ン類
はビタミ
に
プ
ッ
ア
す！
免疫力
果的で
効
が
素
の栄養

【配付窓口】
保健福祉課窓口でお気軽にお
申し出ください。障害者手帳等
の提示は不要です。

《作り方》
①アスパラガスは斜め薄切り、にんじんは細切り
にする。
②①をごま油でさっと炒める。
③鍋にⓐとにんじんを入れて煮立たせる。
④アスパラガスを加えて溶き卵をまわし入れ、塩
・こしょうで味を調える。

問い合わせ先
保健福祉課 福祉係
☎66−1700

６月の複合検診（健診）延期 についてお知らせ
新型コロナウイルス感染症防止のため、６月12日〜17日に予定しておりました複合検診（検診）を全て
延期いたします。再開等については、決定次第、広報紙・ホームページ・有線放送にてご案内いたします。

延期する検診（健診）
●胃がん検診
●肝炎ウイルス検査

●大腸がん検診
●国保特定健康診査

問い合わせ先
Eメールアドレス

保健福祉課

●前立腺がん検診
●一般健康診査

保健係

●結核・肺がん検診
●後期高齢健康診査

☎66−1700

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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保健・福祉

６月は「食育月間」です。食を通じて、自分の体について考えてみませんか？

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

６月の乳児健康診査、２歳６ヵ月児歯科健康診査は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や延
期など日程が変更になる場合があります。実施の有無については対象の方には個別に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。
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。）

６月の保健行事

会場：保健福祉センター

保健福祉課☎66-1700

６月の保健推進員及びヘルスメイト定例会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や延期など
日程が変更になる場合があります。決まり次第お知らせいたします。

こんにちは

地域包括支援センターです

問い合わせ先
色麻町地域包括支援センター
☎66ー1071

口の中のお手入れは体全体の元気の源です！
高齢になると歯の本数が減り、唾液も出にくく、飲み込む力も衰えてくるため、誤嚥・肺炎の危険が高
まります。きちんと口の中のお手入れをしていればこうした危険を予防することができます。
日常できる口腔清掃と口腔体操
●口腔清掃 ・毎食後の歯磨き・入れ歯の手入れ
・舌の手入れ 細菌繁殖や口臭予防のために舌の汚れもとりましょう
●口腔体操
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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

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

６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

学校図書館６月の休館日
のお知らせ

● 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 25日㈭

巡回場所
時 間
日 程
清水保育所
10：00〜10：45
18日㈭
子育て支援センター 11：15〜11：45

休 館 日：６・７・13・14・20
21・27・28日
特別整理休館日：26日（金）

巡回場所
時 間
日 程
色麻保育所
９：45〜10：45
16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〜６時

※新型コロナウイルス感染症の今後の情勢によって、運休、休館等の対応となる場
合もございますのでご了承ください。

せせらぎ短歌集

修子

千葉
ウイルスに負けてならじと内職の
マスク作りに今日も精出す

ほわた

鋼

小松れい子

タンポポの穂絮つぎつぎ飛ばす児の
息が大地の息と繋がる
石川

川柳クラブ﹁田園﹂

広 報 しかま

あした

つばくらは巣作り始む朝より
狭のわが家の軒端にぎわう

宮子

辰夫

佐藤

米国の奴僕とならなかった角栄氏の
ふ き
不羈の実像今に偲ぶも
天野

う た

生きている証となれる我の短歌
ひさびさに載る今朝の新聞

鈴木せい子

shikama@town.shikama.miyagi.jp

︽窓の外 愛を求めて キジの声︾
︽会話なし 心の窓も マスクする︾

遊子

佐藤

︽窓際へ 席を移され 肩たたき︾
︽深窓の 佳人気取って 厚化粧︾

松子

捨てようか思い返してまた仕舞う
着ることのなき手編みのセーター
早坂とし子

︽旨い物 食べて窓から 花見する︾
︽帰る孫 窓越しにする ハイタッチ︾戸叶

実里

はつ

おぼつかぬ初音聴かせるうぐいすに
﹁ずっこけそう﹂と妹が笑う
佐藤美智子

︽社会の窓 開けて平気な 父となる︾
︽窓の月 フラワームーンは 五月づき︾早坂

浅野

きよ

特殊詐欺防いだと河北新報に
お い
義甥の名ありてうれしくなりぬ

︽窓開けて よい風いれて よい気分︾
︽密封を 避ける換気の 窓を開け︾ 小松

Eメールアドレス

畑に出て今日も菜花を摘みながら
空あおぎつつ手足を伸ばす
菅原知恵子

著 者 竹下文子
出版社：小峰書店
「第12回絵本屋さん大賞
2019」で第１位に輝いた絵本
です。
名前がない野良猫が主人公で、
じぶんにぴったりな名前を探し
に町を歩き回ります。自分にぴ
ったりな名前は見つかるのでし
ょうか・・・？
町田尚子さんが絵を担当し、
リアルだけど可愛らしい猫がた
くさん登場。猫好きな方にもお
すすめです。

護

なまえのないねこ

小松

出版社：昭文社
地学や歴史、鉄道、産業など
を地図から読み解いていき、そ
の地域ごとのトリビアを学べる
一冊です。
『マップル』
『ことりっぷ』で
お馴染みの昭文社が、都道府県
ごとに焦点をあて、シリーズで
発行しています。ご紹介してい
る『宮城のトリセツ』では、地
元に住んでいるのに、知らなか
った！となる情報もあるかもし
れません。この機会に、地元の
宮城県について学んでみません
か？

︽引揚げ船の 窓から見えた 富士の山︾
︽あの家も 受験と戦う 窓明かり︾
畑山

地図で読み解く 宮城のトリセツ

きよ

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２冊をご紹介します。

重ねきた苦労の数は幸せの
種になりおり我の人生

＊おすすめの図書＊

☎65−3110
☎65−3616

2020.６月号

10

「３年間公式戦１打席。悔しさをバネに成長」

−

20

色麻のむかしばなし

早起き野球大崎支部リーグ戦
に︑大学時代に準硬式野球全国
大会で〝４強〟の実績を持つ選
手がいる︒スワッカーバニー
ズ・石田翔︵しょう︶外野手
︵大崎市三本木・ 歳︶︒
﹁一番体を鍛えているし︑ 代
の選手と張り合えるくらい動け
る︑努力の人です︒攻撃でも今
一番頼れる選手﹂と仲間の評価
は高い︒
岩手・富士大時代︑全国８地
区を勝ち抜いた チームで争わ
れ︑準決勝で優勝した法政大と
対戦し２ ７で敗れた︒法政大には︑甲子園出
場の常連校出身選手が多く︑実際に甲子園の土
を踏んだ選手もいた︒決勝戦が
０だっただ
けに︑富士大の健闘が光る試合だった︒
この試合で石田選手は六番で先発し︑チーム
２安打の内︑一安打一打点と気を吐き︑これま
での野球人生で︑最も印象に残る試合となった︒
本格的に野球を始めたのは中学から︒３年時
には二塁手として県中総体で準優勝し︑青森県
で開催された東北大会に出場︒山形県代表・立
川中に延長で敗れるも︑練習試合を含めた初安
打を放っている︒
古 川 商 時 代 は 外 野 手︒﹁ 守 備 は 悪 か っ た が︑
練習試合での代打出場が多かった﹂という︒
三年夏の甲子園・宮城大会は︑準々決勝で強
豪仙台育英に食い下がるも２ ５で敗戦︒３回
戦に代打で出場するも︑あえなく三振に倒れた︒
３年間公式戦出場がなく︑最後の夏に訪れた︑
たった一度の打席だった︒﹁あの悔しさがあっ
たから反骨心が湧き︑大学でも野球を続ける事
を決意させ︑今の自分がある﹂と振り返る︒
趣味は﹁野球しかない﹂という程の野球好き
で︑﹁切磋琢磨﹂が座右の銘︒
﹁楽しんで勝つ﹂
をモットーに︑母校三本木中でコーチを引き受
け て い る︒﹁ 自 分 も 楽 し み な が ら経 験 を 伝 へ ︑
体が動く限り野球を続けたい﹂と抱負を語る︒
一番打者として打線をけん引し︑駿足ではな
く﹁出塁率が高いだけ﹂と謙遜するが︑決勝の
ホームランを
放つなど︑長打力も
兼ね備える︒
悔しさをバネに大
きく成長した石田選
手が︑攻撃の起点と
なり︑チームも頂点
へと翔上がる︒

38

16

18

−

早起き野球
こぼれ話 272

−

今月も﹃色麻町史﹄に掲載されている︑昔話の
中から一つ紹介いたします︒

：

●クレジットカードの管理に気をつけましょう
クレジットカードの管理責任はカード名義人にあり
ます。きちんと管理し、毎月利用明細も確認しましょ
う。
ペアレンタルコントロール
子どもが閲覧するサイトや利用するア
プリの制限、利用時間の制限など、子ど
もが使う端末（スマホなど）の利用を親
が監視して制限する取り組みのこと。

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）

ネット上のクレジットカード決済は、一度カード番号
を入力すると情報は登録されているのが一般的で、その
後は簡単な認証のみで利用できます。そのままの状態で
は、本人以外でもクレジットカードを利用できてしまい
ます。子どもが利用している端末（スマートフォンやタ
ブレットなど）に、親のクレジットカードを利用するた
めの情報などを登録していないか確認するようにしまし
ょう。
トラブルを防ぐためのポイント
●子どもとゲームの仕組みについて確認し利用ルールを
話し合いましょう
子どもが遊んでいるゲームが無料か有料か、有料と

なるのは何か、決済方法等について確認し、端末のペ
アレンタルコントロール機能を使って使用を制限した
り、ゲームの遊び方やルールについて子どもとよく話
し合いましょう。
「クレジットカード会社から身に覚えのない請求が届
いたので確認すると、子どもが黙ってクレジットカード
でオンラインゲームのアイテムを購入していたことがわ
かった」などの相談が多く寄せられています。（国民生
活センター）

︻ずぼねひき︵なまけもの︶︼

﹃色麻町史 ﹄︑﹃しかまのむかしばなし②﹄

あるところに︑﹁ずぼねひき︵なまけもの︶﹂
な男がおりました︒
その男は︑あんまりにもずぼねひきだったので︑
にぎり飯を２つもらって家を追い出されてしまい
ました︒その男は︑にぎり飯の包みを頭に乗っけ
て︑どこという当てもなく歩いて行きました︒
そのうちお腹が減ってきたのですが︑男は根が
ずぼねひきだったものですから︑頭から包みを下
ろしたり︑それをといたりするのが︑面倒くさい
ので︑腹が減ったのも我慢して︑誰か来たら取っ
てもらおうと思って︑のろのろ歩いていました︒
そこへ︑むこうの方から笠をかぶって︑口を大
きくあけて︑こっちに歩いてくる男に会いました︒
﹁ははあー あの男︑腹が減って︑口を大きくあ
けているんだな﹂と思い︑その男が近づいてく
るのを待って言いました︒
﹁おーい！この包みの中に︑にぎり飯が２つ入っ
ている︒そのうち１つをお前にやるから︑頭の
上から包みを取ってくれ︒﹂と頼みました︒
そうしたところ︑その男は︑
﹁いやいや︑おれはそれどころか︑笠の紐がゆる
んでもそれを結び直すのが面倒くさいから︑こう
し て 口 を 開 け て ︑ あ ご で 紐 を 張 っ て い る ん だ ︒﹂
と言いました︒
世の中には︑びっくりする程の﹁ずぼねひき﹂
がいたのですね︒
こんでよつこさけた︒
参照

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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子どものオンラインゲームの課金トラブルを防ぎましょう！
町消費生活相談窓口
からのお知らせ

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

10:30〜11:00
６月２日（火）

名

備

・

準

備

物

・テラス、外での活動になります。外靴、帽子等お持ちください。
・受付で、母親クラブ今年度会費500円（一家庭につき）を集
金させていただきます。

コーナーあそび

・ポンポンプールやトンネルなど好きなコーナーで遊びます。
・出席ノート代（150円）、新規会員の方は名札代（130円）を
集金させていただきます。

・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

子育て講座

６月11日（木）
６月16日（火）

新聞紙あそび

・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。

パパ大好き！

・ママと一緒に、大好きなパパへ父の
日のプレゼント（顔写真入り）を作
ります。

〜パパへのプレゼント〜
＊なかよし号巡回日

６月18日（木）
６月23日（火）

＊身長、体重測定日

６月25日（木）

サーキットあそび

＊日程を分けての実施となります。
どちらか都合のつく日にご参加
ください。
・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30日（火）

考

しゃぼん玉あそび

６月４日（木）

６月９日（火）

動

・親子やお友だちと一緒に、コースを回りながら
楽しく遊びます。

雨の日のカエルさん製作

・紙コップを使ってかわいいカエルさんを作ります。

キッズ・サロン活動日以外でも、児童センターは開館
時間内にいつでも利用できます。

６月のおはなし会
23日（火）

♪開館時間♪ 月〜金曜日 午前９時〜12時／午後１時〜４時

♪申し込み・参加費不要
お気軽にご参加ください

子育てホットダイヤル
ご利用について

児童相談所
全国共通ダイヤル
いち

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

Eメールアドレス

く

◇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‥

♪利用時間♪
月〜金曜日
午前９時〜午後４時

☎66ｰ1718・FAX66ｰ1717

はや

１８９

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。

子育て支援センター

10：50〜11：00

母親クラブよさこいチーム
★６月の練習日★
３日㈬・17日㈬

10：30〜11：30

※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

町のお知らせをラジオ放送中！「おおさきエフエム放送」
（83.5MHz）毎週日曜18：00〜／http://oosaki-fm.or.jp

町長の日記から

製造業を営む事業者の方々へのお知らせ

工業統計調査を実施します

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。

○工業統計調査は、従業者４人以上の全ての製造事業所
を対象に６月１日時点で実施します。
○工業統計調査は、我が国における工業の実態を明らか
にすることを目的とする政府の重要な調査で、統計法
に基づく報告義務のある基幹統計調査です。

８日 町議会定例会５月会議
13日 子牛市場（美里町）
18日 新型コロナウイルス感染症対策本部会議
21日 町議会定例会５月第２回会議

○調査の結果は、中小企業施策や地域振興など、国及び
地域行政施策のための基礎資料として利活用されます。

22日 情報公開・個人情報保護審査会委嘱状交付

○調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目的以
外（税の資料など）に使用することは絶対にありませ
ん。

28日 県青果物価格安定相互補償協会理事会（仙台市）、定例連絡会議

○調査の趣旨・必要性をご理解いただき、御回答をよろ
しくお願いいたします。
今年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、調査票の回答方法について変更となりました。
前

回 調査員による回収または郵送での提出
↓
今 回 調査員による回収は行わず、郵送または

オンライン提出のみ

コウちゃん

工業統計キャラクター

総務省・経済産業省
都道府県・市区町村

相

談

名

日

時

行政相談

相

消費生活相談

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

2020.６月号

場

26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）
29日 北部土木事務所へ要望活動（大崎市）

法定相続情報証明制度が便利でお得です！！
仙台法務局古川支局

☎22ｰ0510

全国の登記所（法務局）において、法定相続人が誰であるの
かを登記官が証明する「法定相続情報証明制度」を取り扱って
います。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります（注）。
手数料も無料で、複数ある相続手続が同時に進められるなど、
とても便利でお得な制度ですので、ぜひご利用ください。
発行に必要な書類等、具体的な手続は法務局ホームページを
ご覧いただくか又は最寄りの法務局までお問い合わせください。
（注）相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、
必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

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

農家相談日

13

１日 大崎地域広域行政事務組合組合会（大崎市）

毎週月曜日・木曜日
9：00〜16：00
６月10日（水）
9：00〜15：00
随

時

６ 月 ２日（火）
11：00〜
６月24日（水）
14：00〜
６月29日（月）
13：00〜
平日
9：00〜16：00

広 報 しかま

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

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
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
お知らせ

計量器（はかり）定期検査の
お知らせ

労働保険のお知らせ

産業振興課 商工観光係 ☎65ｰ2128

令和２年度 労働保険（労災保
険・雇用保険）の年度更新期間は、

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。
実施日につきましては、広報しかま
７月号にてお知らせいたします。

６月１日㈪〜７月10日㈮

です。
最寄りの労働局・労働基準監督署
・金融機関で申告・納付をお願い
します。

・６月13日㈯、25日㈭
・午前10時〜午後１時
・農業伝習館前
ただし、悪天候の場合や新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、販売場所の変更をする場
合があります。

厚生労働省・都道府県労働局
労働基準監督署

募

６月は、土砂災害防止月間です

大崎地域広域行政事務組合
《事務局職員》事務局総務課
人事厚生係 ☎23ｰ2325
《消 防 職 員》事務局総務課
人事研修係 ☎23ｰ2351

土砂災害は、降雨などに伴い突然発
生し、私たちの命や財産を一瞬にして
奪い去るとともに、地域にも深刻な被
害をもたらします。
この時期は、梅雨に入り地盤がゆる
み土砂崩れなどが発生しやすくなりま
すので十分に注意してください。
土砂災害に関する情報は下記「土砂
災害110番」へご連絡ください。

募集職種

①事務局職員 ②消防職員
いずれも上級 各若干名
受給資格 ①・②いずれも平成５年４月
２日から平成11年４月１日ま
でに生まれた方で、学校教育
法による大学卒業又は卒業見
込みの方

王城寺原演習場での射撃訓練
等実施のお知らせ

※募集にあたり、受験案内の配付を下
記のとおり行っています。受験資格、
試験日など詳しい内容につきまして
は、上記までお問い合わせください。
配付場所 大崎広域消防本部及び大崎管
内の各消防署・分署・出張所
受付期間 ６月10日㈬ 午後５時必着

☎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。

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）

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)

５月15日
（月に１回）

清水保育所 (所庭５０ｃｍ)

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

Eメールアドレス

熱中症予防のポイント
・部屋の温度をこまめにチェック
しましょう！（過ごす部屋には
温度計を置くことをお奨めしま
す）
・室温28℃を超えないように、エ
アコンや扇風機を上手に使いま
しょう！
・のどが渇いたと感じたら必ず水
分補給！
・のどが渇かなくてもこまめに水
分補給！
・外出の際は体をしめつけない涼
しい服装で、日よけ対策も！
・無理をせず、適度に休憩を！
・日頃から栄養バランスの良い食
事と体力作りを！

※こんなときは、ためらわず救急
車を呼びましょう！
・意識がおかしい
・自分で水分がとれない
加美消防署

☎63ｰ2003

６月の税・使用料金の納期

空間放射線量測定に関する情報
設

集

大崎地域広域行政事務組合
職員募集

北部土木事務所河川砂防第２班
☎91ｰ0747
建設水道課
☎65ｰ2224

施

夏に向けて熱中症になる人が増
えてきます。熱中症を知って、し
っかり予防し、夏を健康に楽しく
過ごしましょう！

◆愛宕山販売の日◆

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
（www.mhlw.go.jp）でもご覧
いただけます。

建設水道課

熱中症を予防して
元気な夏を

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
（木）

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

６月30日
（火）

※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。

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

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金
保険料免除等に係る臨時特例手続きについて

令和２年５月分保険料の納付期限
（口座振替日）
は
令和２年６月30日
（火）
です。
平成30年５月分納付書の使用期限は、
令和２年６月30日
（火）
です。

わが町から無年金者をなくしましょう

窓
出
行政区

・令和２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

父

母

行政区

年齢

世帯主

そら

政和

智美
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新型コロナウイルス感染症
の影響により︑失業や事業の
休廃止に至らない場合でも︑
失業等に準じる場合が多くあ
ることが想定されます︒その
ため︑臨時特例の時限的措置
として本人の申告所得等を基
にした手続きによって︑国民
年金保険料の免除等の申請が
可能となりました︒

国民年金

申請方法
国民年金保険料免除・納付
猶予申請書︑所得の申立書は︑
日本年金機構のホームページ
からダウンロードできます︒
申請書等は窓口で直接提出
いただくことも可能ですが︑
新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から︑できる限
り郵送による手続きをご利用
ください︒

ご不明な点等ございました
らお近くの年金事務所までお
問い合わせください︒

対象期間
○全部免除・納付猶予・一部
免除
令和２年２月分から６月分
まで
令和２年７月以降の分は改
めて申請が必要です

支えてもらう

対象者
次の要件のすべてを満たし
ている方
⑴令和２年２月以降に新型コ
ロナウイルス感染症の影響
により収入が減少している
こと
⑵令和２年２月以降の所得の
状況からみて︑当年中に見
込まれる所得が国民年金保
険料の免除等の基準に相当
することが見込まれること

○学生納付特例
令和２年２月分から令和３
年３月分まで

支えたら

古川年金事務所
☎23ー１２００

人口と世帯
（

令和２年４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

2,096戸（＋ ５ 戸）
6,729人（− ６ 人）
3,253人（＋ １ 人）
3,476人（− ７ 人）

４月のうごき
出
転

生 ６人
入 20人

死
転

亡 ６人
出 27人

４月までのうごき
出

●６月の燃えないごみ収集●
収集日
2日㈫
3日㈬
4日㈭
5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
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収集区域
全区域

広 報 しかま

●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
2日㈫ 向町、二反田、上郷、
16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、
9日㈫
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
23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 13人

死

亡 40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〜４月）
発生件数
35件
死亡者数
0人
負傷者数
8人
■町内の火災（令和２年１月〜４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/

「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。

上郷
な

来年は、心おきなく満開に咲き誇るシャクヤクをご
覧いただけるよう努めてまいります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のための愛宕山公園閉鎖にご理解とご
協力ありがとうございました。

〒９８１ー４１２２

昨年の様子

宮城県加美郡色麻町四

利用される方々へ
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしっかり
と行いながらのご利用について、ご理解とご協力をお
願いいたします。

●６月の休日当番医●

字北谷地

診療日

日中（9:00〜17:30）

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

鈴木内科医院
☎63-3056 片 倉 病 院（内科）☎22-0016
７日（日） （加美町・中新田地区）
〃
（外科）
〃

☎０２２９ー ー２１２７

41

65

ゆう

佳菜さん︶

佐々木 結 菜 ちゃん︵１歳︶

はる

フ場
パークゴル火）オープン！
６月２日（

︵父 祐輝さん︑母

よし

白 井 芳 治 くん︵２歳︶

編集と発行／色麻町役場企画情報課

玲未さん︶

日発行︵№5８６︶

食べることと歌うことが大好きな結菜
これからも元気いっぱい、すくすく育ってね！

南大

年 月

１

︵父 克幸さん︑母

令和
６

わが家のニンキもの
普段は少食だけど、
大好きなカレーライスは﹁おかわり！﹂
たくさん食べて大きくなってね。

■ 広 報 し か ま
２

「わが家のニンキもの」募集中

森皮膚科医院

☎72-2244 大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃

中新田民主医院

☎63-2156 佐 藤 病 院（内科）☎22-0207
徳永（整）病院（外科）☎22-1111

遊佐クリニック

☎81-1133 大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃

14日（日） （大崎市・岩出山地区）
21日（日） （加美町・中新田地区）
28日（日） （大崎市・鳴子地区）

■印刷

かっぱのゆ 小夏 平日日帰りプラン

㈲ 中 村 印 刷

●期 間／令和２年６月
●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

● 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

６月の開催期間と休館日につきましては、お問い合わせ
またはホームページにてご確認ください。

●料 金／お一人様 1,600円
●メニュー／海老と鱚（キス）の天婦羅、豚キムチハンバーグ、
季節野菜の冷製パスタ、ご飯、味噌汁、香の物

■平沢交流センターかっぱのゆ ☎65-4505

shikama@town.shikama.miyagi.jp

広 報 しかま
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