広報

http://www.town.shikama.miyagi.jp/
Public Information Of Shikama Town Administration

2021

１

January

月号

かっぱ
の

令和３年１月１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〜

あけまして
おめでとう
ございます

第593号

〜今年もどうもありがとう！
かっぱのゆ お年玉券配布〜

平沢交流センターかっぱのゆ様より、町内の幼稚
園、小学生の皆さんに嬉しい「お年玉券」が配布さ
れました。「コロナに気をつけて、行ってきます」
（撮影日 12月21日㈪）
と話してくれました。

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

謹賀
新年

新年明けましておめでとうございます︒
旧年中は︑本町に対し格別の御支援︑御
協力を賜り︑厚く御礼申し上げます︒
さて︑昨年世界中を震撼させた新型コ
ロナウイルス感染症は︑いまだに猛威を
振るっており︑あらゆる面において甚大
な影響を及ぼしています︒一方では︑ワ
クチンや治療薬の開発が進んでいる国も
あり︑一日も早い終息を願うばかりであ
ります︒
こうした状況の中でも︑住民生活の安
心︑安全そして安定を図ることが私の使
命であると肝に銘じ町政運営を担ってお
ります︒
さて︑今後 年間の町の姿を示す第５
次長期総合計画は現在策定作業中であり︑
時代の変化に対応し夢や希望を実現する
ため︑先人達が弛まぬ努力により築き挙
げ て き た 本 町 を さ ら に 発 展 さ せ ︑﹁ こ の
町に住んで良かった﹂と実感できるまち
づくりを進めてまいります︒

主要事業では︑若者が定着し︑雇用を
図るための工業団地整備事業の第１工区
造成工事が完了し︑企業誘致に向けて邁
進しております︒
子育て支援対策では︑第２子以降に対
する出産祝い金や給食費の減額を実施し
ております︒また︑就学前の子ども達の
健やかな成長を願い︑認定こども園整備
基本計画の改訂作業を行っております︒
高齢者福祉対策では︑移動手段の確保
が困難な高齢者に対し︑経済的負担軽減
のためのタクシー利用料金の一部助成を
実施しております︒
健康増進対策では︑インフルエンザと
新型コロナウイルス感染症の同時流行対
策として︑定期接種である 歳以上のイ
ンフルエンザ予防接種助成事業のほか
歳以下の方を対象にしたインフルエンザ
予防接種助成事業も実施しております︒
農作物の鳥獣被害対策では︑町内を広
域的に キロメートルに渡って侵入防止
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者の皆さんが楽しみにしていた敬老会
や各地区で実施していた健康教室等も
ほとんど開催できず︑大変辛く︑さみ
しい１年となってしまいました︒
また︑本町の基幹産業である昨年の
稲作は︑作況指数１０２の﹁やや良﹂
となったものの︑一部カメムシ被害や
コロナ禍の影響による米価引き下げな
ど厳しい状況となりましたが︑色麻産
の美味しい新米が全国の人々の笑顔に
つながり︑生産者の励みになることを
期待しています︒
今年は新型コロナウイルス感染症が
１日でも早く終息し︑町民の皆さんが
仲良く集い︑楽しく︑明るい笑顔が戻
ることを心から願うものであります︒
このような中︑町議会は︑議会自ら
議員定数を 人から 人と３人削減し︑
昨年１月の議会議員一般選挙を通じ︑
２月から新人議員２人を迎え︑新たな
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明けましておめでとうございます︒
町民の皆さんには︑平穏で安心な日
常生活を願い︑新春を迎えられたこと
と存 じ ま す ︒
日頃から議会並びに議員活動に深い
ご理解とご協力を賜り︑厚く御礼申し
上げ ま す ︒
議会を代表し︑謹んで新年のご挨拶
を申 し 上 げ ま す ︒
さて昨年は︑新型コロナウイルス感
染症が全世界に感染拡大し︑日本にお
いても大混乱の１年となりました︒
特に︑感染拡大防止による人の移動
制限や集会の自粛など︑これまで築き
上げてきた︑当たり前の経済活動や生
活様式︑コミュニティ活動が根底から
覆され︑町民の皆さんが毎年楽しみに
していたかっぱのふるさと祭り等の行
事が全部中止となり︑保育所︑幼稚園︑
小中学校でも行事が縮小や中止︑高齢
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柵を設置し︑被害拡大防止に取り組みま
した︒
商工観光対策では︑コロナ禍の中で落
ち込みがちな心を明るくしたいという若
手商工業者が中心となり︑冬の風物詩で
ある﹁冬のイルミネーション﹂が昨年
月末から 月末まで行われました︒
今後も︑少子高齢社会による人口減少
が加速していく中で︑住民が互いに支え
合い絆を深くし︑信頼の持てる地域づく
りを進めていかなければなりません︒行
政課題は山積していますが︑私ども行政
を預かる者として︑将来を見据え各事業
の検証や見直しを行い︑スピード感を持
って︑地域づくり︑そして人づくりに取
り組んでまいりたいと考えておりますの
で︑引き続き御支援︑御協力をお願いい
たします︒
結びに︑この一年が︑災害のない安寧
の年となりますようご祈念申し上げ︑新
年の挨拶といたします︒
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体制で議会活動を行っております︒
昨年は︑コロナ禍の影響により議会
活動が制限され︑議会懇談会もやむな
く中止としましたが︑議会活性化特別
委員会を設置し︑町政に町民の声が反
映されるよう︑議員一丸となり議会改
革に取り組んでいるところであります︒
今後も︑町執行機関と互いに切磋琢
磨しながら︑与えられた使命を十分認
識するとともに︑町民の皆さんの負託
に応え︑そして信頼される議会である
よう一所懸命に取り組んでまいります
ので︑変わらぬご支援とご協力をお願
い申し上げます︒
結びに︑令和３年﹁丑﹂の年が︑町
民の皆さんにとって素晴らしい１年に
なりますことを心からお祈り申し上げ︑
新年の挨拶といたします︒
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色麻町議会議長

坂
早
哲
山
中

根 本 洋 治

色麻町の皆様への
新年のあいさつ

色麻町の皆様︑明けましてお
めでとうございます︒

皆様方におかれましては︑お
健やかに新しい年を迎えられた
こととお慶び申し上げます︒

昨年は新型コロナウイルス感
染症拡大防止の観点から行事が
中 止 と な り ︑﹁ か っ ぱ の ふ る さ
と祭り﹂でお目にかかれず︑大
変残念でございました︒色麻町
のみなさまと交流ができないこ
とが︑こんなにもさみしいとい
うことを︑交流ができなかった
からこそ感じました︒それほど︑
色麻町の皆様と牛久市民との友
好関係の深まりを実感しており
ます︒

感染症の不安が一日も早く終
息し︑交流が再開できることを
心待ちにしつつ︑色麻町の皆様
のご健康とご多幸をお祈り申し
上げ︑また︑色麻町と牛久市の
絆がより深まることを願い︑新
年のあいさつといたします︒

牛久市長

丑年 わたしの抱負
関東

幸雄さん
（昭和24年生）

今年はコロナ禍の中で新年を迎え
ることになり、３月には72才にな
ります。
今まで以上に健康管理に気を付け
て、ジョギングや趣味のパークゴル
フを楽しみながら、健康な身体づく
りをしたいと思っています。

野口

美栄さん
（昭和60年生）

新年あけましておめでとうござい
ます。
子ども達が、小学校、幼稚園に通
う様になり沢山の方々にお会いする
ことが増え、改めて色麻の方々の温
かさを実感する１年でした。
今年はそのような方々に少しでも
恩返し出来るように頑張ります。
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矢野

長子さん
（昭和36年生）

あけましておめでとうございます。
苦しい世の中ではありますが自分
なりに健康を第一に！！
又、パートナーの夫とも仲良く明
るく、普通の生活に感謝しながら今
年もがんばります。新しい挑戦とし
てパークゴルフをしてみたいと思っ
ています。

澤田

理樹さん
（平成９年生）

知覚動考という言葉があります。
知って、覚えて、動いて、考えての
４つを並べた言葉です。何かを行動
に移すことは怖くなることもありま
すが、それで逃げてしまっては何も
達成出来ません。だから私は、＝知
覚動考＝ともかく動こうを実践しま
す。

荒

洋さん
（昭和48年生）

生まれてから４度目の丑年を迎え
る今年、私は家業の農業を継ぐ為、
初めての事に四苦八苦しております。
「農業元年」何も分からない私で
すが、頑張っていこうと思います。

早坂

詩音さん
（平成21年生）

私の今年の抱負は、４月から最高
学年の６年生になるので、きちんと
人の話を聞き、早寝、早起きを心が
け、体調をくずさないようにしたい
です。
また、いろいろな事に積極的に取
り組んでいきたいです。

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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色麻町議会定例会 月会議が 月８日から 日までの３
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。

28

︻文化の日︼

に﹁クラスター﹂を介して拡大して
いることから︑クラスター連鎖を抑
えることが重要とされています︒
国の新型コロナウイルス感染症対
策分科会では︑感染リスクが高まる
飲酒を伴う懇親会や大人数による長
時間に及ぶ飲食︑マスクなしでの会
話など﹁５つの場面﹂で感染回避の
行動をとることを強く推奨しており
ます︒
町としては︑感染リスクが高まる
﹁５つの場面﹂のチラシを作成し︑
全世帯に配布を行ったところであり
ます︒
町民の皆様におかれましては︑こ
れ ま で 以 上 に ﹁ う つ ら な い ﹂・﹁ う
つさない﹂を意識し︑引き続き油断
することなく︑こまめに手洗いをし︑
症状がなくてもマスクを着用するな
どの継続をお願いします︒また︑密
閉・密集・密接の３密に御注意いた
だくなど新しい生活様式を続けてい
ただくとともに︑御自身の健康管理
に努めていただきますようお願いい
たします︒

︻訴訟について︼
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功労により瑞宝単光章を受章された︑
元消防団分団長の小松隆男様︑並び
に︑前町議会議員の西村義隆様に顕
彰状及び礼遇章を贈り顕彰いたしま
した︒
功労表彰では︑長年にわたり地方
自治︑消防︑民生︑産業︑教育文化
など町政の各分野で献身的な活動を
され︑町民福祉の向上に多大な功績
をあげられた 名の方々に対し表彰
状を贈呈いたしました︒
また︑教育事業︑新型コロナウイ
ルス感染症対策事業などに対し︑多
大なる御寄附を賜りました 名の個
人・団体に感謝状を贈呈いたしまし
た︒
受賞された皆様には︑今後も優れ
た識見と豊富な御経験を生かされ︑
本町発展のため尚一層の御協力と御
支援を賜りますようお願い申し上げ
ます︒
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︻新型コロナウイルス感染症対策︼

平成 年 月に︑原告ＪＴＴプラ
ンニング㈱から色麻町を被告とする
委託料請求事件が東京地方裁判所に
提起された件について︑ 月 日に
判 決 言 い 渡 し が あ り ︑﹁ 原 告 の 請 求
を棄却する﹂とされました︒
この判決に対し︑ 月 日付けで
原告ＪＴＴプランニング㈱が控訴し
たので︑本町として控訴審に対応す
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月６日現在︑国内における累計
感染者数は︑約１６０︐０００名︑
死亡者数が２︐３１５名︑このうち︑
宮城県においては累計感染者数が１︐
３１１名︑死亡者数が 名となって
おり︑感染拡大が続いています︒
新型コロナウイルス感染症は︑主
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去る 月６日に開催されました宮
城県文化の日表彰式において︑農業
委員会会長の堀籠勝惠様︵一の関︶
が産業功労により︑消防団副団長の
佐藤友一様︵小栗山︶が消防防災功
労により︑県知事表彰を受賞されま
した︒心からお祝いを申し上げます︒
次に︑ 月３日に開催されました
町文化の日表彰式について申し上げ
ます︒
今回︑町礼遇者といたしまして︑
防衛功労により瑞宝双光章を受章さ
れた︑元自衛官の佐々木勇様︑消防
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町 議 会
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早坂勝一様は︑昭和 年４月に旧
︻秋の叙勲︼
加美郡色麻町色麻土地改良区総代に
秋の叙勲を受章されました元消防
選出され︑その後︑理事︑副理事長
団 副 団 長 の 金 子 政 雄 様 ︵ 小 栗 山 ︶︑ を歴任し︑平成 年４月には理事長
並びに現色麻土地改良区理事長の早
に就任されました︒その後︑加美郡
坂勝一様︵上郷︶に衷心よりお祝い
色麻町吉田土地改良区と合併し︑引
申し上げます︒
き続き理事長を務められ︑農業農村
金子政雄様は︑昭和 年４月から
整備の振興発展に大いに貢献されて
平成 年３月に退団されるまで 年
います︒その功績が認められ旭日単
の長きにわたり︑防火思想の高揚と
光章を受章されました︒
火災防御活動など本町消防団の発展
栄えある叙勲を受章されました両
に尽力された功績が認められ︑瑞宝
名には︑町民を代表し︑心からお祝
単光章を受章されました︒
いを申し上げますとともに︑今後と
も町勢発展のため御協力を賜ります
ようお願い申し上げます︒
30
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ントそのものは実施されることとな
りました︒実行委員会の方々も苦渋
の決断かと思いますが︑このような
状況下でも自主的に企画・運営し︑
活動されていることに感謝を申し上
げますとともに︑今後も継続した活
動に御期待申し上げます︒

︻建設事業︼

防衛省の補助事業であります障害
防止事業について２回目の交付決定
があり︑大原２号線舗装補修工事そ
の２として 月下旬に契約を締結し
ております︒

各施設の運転状況︑配水状況につ
いては安定した状況であります︒
今回︑特定防衛施設周辺整備調整
交付金の二次交付分の内示があり︑
今年度の交付額が決定しましたので︑
予算の補正を提案しております︒
また︑大原工業団地造成に伴い︑
飲料水の安定供給を図るため︑来年
度八原地区に井戸を掘削する事とし
ました︒事前の水質調査委託料とし
て関連予算を提案しましたので︑併
せて︑御審議賜りますようお願いい
たします︒

︻水道事業︼

下水道事業は︑適切な施設管理に
努めているところであります︒
現在発注しております各委託業務
につきまして︑工期内完成に向け努
力しております︒

︻下水道事業︼

11

整備工事については︑国道４５７
号南大地区交差点にある水管橋撤去
に伴う南大地区配水管布設替工事︑
及び王城寺地区配水管布設替工事に
ついて︑ 月上旬に契約を締結して
おります︒
今後も断水等で御不便をお掛けす
ることもあるかとは思いますが︑御
理解と御協力を賜りますようお願い
申し上げます︒

９月に開所した子どもの心のケア
ハウス﹁さくらルーム﹂では︑不登
校や不登校傾向などの児童生徒が︑
学校生活への復帰や社会的な自立が
できるよう関係機関と連携を深め︑
地域の協力を得ながら児童生徒の状
況に応じた支援を行っております︒
新型コロナウイルス感染防止対策
につきましては︑県の補助事業を活
用し︑色麻学園にスクールサポート
スタッフ２名を配置し︑清掃作業の
ほか教育活動のサポートを行ってお
り︑コロナ禍で増える教員の負担軽
減にも繋がっております︒
また︑学校・幼稚園の登校・登園
時には︑玄関に設置されたサーマル
カメラによりスムーズな検温を行っ
ているほか︑放課後には︑業務委託
により校舎や園舎内を消毒し︑衛生
管理に努めております︒
引き続き︑新しい生活様式の実践
を通して︑園児・児童生徒の安全・
安心の確保に向け︑新型コロナウイ
ルス感染防止に万全の対策を行って

︻教育行政︼

11

べく︑今定例会に弁護士委託料の補
正予算を提案しております︒

76

︻教育・保育施設整備事業︼

10

当事業につきましては︑建設候補
地や町財政への負担等を勘案すると
ともに︑子ども・子育て会議の御意
見をいただき︑また関係機関におい
ては︑町の教育・保育方針の検討な
ども行い︑今年度作成する﹁認定こ
ども園基本計画﹂の一部見直しを進
めております︒

求められることとなります︒
それを受けて︑県農業再生協議会
から本町の生産の目安が︑生産量で
７︐４８９トン︑面積にして１︐４
０５ヘクタールと示されました︒前
年と比較すると︑生産量では１７８
トンの減︑面積では ヘクタールの
減となりました︒これを令和２年の
主食用米の作付面積と比較すると︑
ヘクタールの減となります︒
今後︑国における予算措置等の状
況を考慮しながら︑町としての方針
を示し︑町農業再生協議会臨時総会
及び区長・実行組合長・農用地利用
改善組合長合同会議を経て︑地区の
皆様方に周知してまいります︒

︻商工関係︼

11

44

新型コロナウイルス感染症拡大の
影響を受けた事業者の方々の支援策
として実施している事業のうち︑地
元支援商品券︵活Ｐａｙ券︶は︑
月末日現在︑使用されて換金が済ん
だものが パーセントとなっており
ます︒また︑事業継続支援金につき
ましては︑減収の対象期間を拡大す
るとともに︑申請の期限を来年の１
月 日まで延長して︑引き続き受付
をしているところであります︒
本町の冬の風物詩となっておりま
す﹁冬のイルミネーション﹂であり
ますが︑実行委員会の方々が︑この
コロナ禍の中︑どのような形で実施
できるのか検討なされ︑点灯式及び
クリスマスマーケットは中止︑電球
の設置延長は縮小としながらもイベ

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

2021.１月号

5

15

84

25

29

︻農業関係︼

10

基幹作物である水稲につきまして
は︑７月の長雨・日照不足・低温に
より生育が心配されましたが︑８月
になって高温・多照で経過したこと
から︑作況指数は 月 日現在︑宮
城県北部で前年と同じ﹁１０２﹂の
﹁やや良﹂と発表されました︒しか
しながら︑カメムシ被害が多発した
こともあって︑うるち玄米の一等米
比率は︑ 月末日現在で ・９パー
セントとなっております︒
一方で︑来年の生産調整でありま
すが︑農林水産省が公表した﹃米穀
の需給及び価格の安定に関する基本
指針﹄の中で︑来年産の主食用米の
適正生産量が 月の発表の時点では
６７９万トンと設定され︑その後作
況の下方修正により見直しが行われ
６９１万トンとされました︒この数
字は︑本年産米の予想収穫量よりも
万トンの減産が必要となり︑面積
換算では６万ヘクタール超の転作が
30

まいります︒

︻学校給食︼

在︑２組が交際中とのことです︒今
後︑新型コロナウイルス感染症の状
況にもよりますが︑３月に婚活パー
ティーを予定しております︒
これからも︑支援員の御協力をい
ただきながら支援活動に努めてまい
ります︒

10

議決された主な内容
■議案
★固定資産評価審査委員会委員の選任

について ︵3ヵ件︶
★色麻町議会議員及び色麻町長の選挙
における選挙運動の公費負担に関す
る条例の制定について
★色麻町国民健康保険税条例の一部改
正について
★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
★色麻町介護保険条例の一部改正につ
いて
★色麻町家庭的保育事業等の設備及び
運営に関する基準を定める条例の一
部改正について
★色麻町特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準
を定める条例の一部改正について
★色麻町放課後児童健全育成事業の設
備及び運営に関する基準を定める条
例の一部改正について
★公の施設の指定管理者の指定につい
て︵色麻町コミュニティセンター︶
★公の施設の指定管理者の指定につい
て︵色麻町デイサービスセンター︶
★公の施設の指定管理者の指定につい
て︵色麻町畜産複合地域環境保全施
設︶
★令和２年度色麻町一般会計補正予算
︵第９号︶
歳入歳出予算の総額に九千四百三十
三万一千円を増額し︑歳入歳出予算総
額五十四億一千六百五十五万円になり
ました︒
◇歳出の主なもの
・加美郡保健医療福祉行政事務組合負
担金
四千四百八万八千円
・防災行政無線デジタル化改修工事費
二千六百万円
・全国瞬時警報システム自動起動装置
購入費
三百八十万円

・ パークゴルフ場屋外トイレ設置工事費
三百四十九万六千円

二千万円の増

★工業団地整備事業特別会計
一千三百五十万円の減
★国民健康保険事業特別会計
百十九万八千円の増
★後期高齢者医療特別会計
五十五万円の増
★介護保険特別会計
四万八千円の増
★下水道事業特別会計
歳出予算の組み替え

月第２回会議

★水道事業会計
・資本的支出

□

★令和２年度色麻町一般会計補正予算
︵第８号︶
歳入歳出予算の総額から一千万円を
減額し︑歳入歳出予算総額五十三億二
千二百二十一万九千円になりました︒

■議案
★色麻町職員の給与に関する条例の一
部改正について
★色麻町会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正に
ついて
★色麻町特別職の職員で常勤のものの
給与及び旅費に関する条例の一部改
正について
★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

議決された主な内容

11

︻学校支援︼
学校田での春の田植え体験は︑コ
ロナ禍による学校の臨時休校で出来
ませんでしたが︑ 月５日に５年生
児童が稲刈かまを使い︑たわわに実
った﹁みやこがね﹂の稲刈体験を実
施することができました︒また︑
月 日に４年生児童によるエゴマの
収穫︑ 月 日には︑脱穀体験も行
い ま し た ︒﹁ 農 業 の 町 し か ま ﹂ へ の
愛着の芽生えになるよう︑今後も一
層︑学校・家庭・地域が連携・協働
し︑子ども達が地域の中で活動しな
がら学ぶ機会の提供に努めてまいり
ます︒
10

去る 月 日︑ 故 田中一寿様の御
家族から一寿様が永年愛読した書籍
４︐７６９冊を町に御寄贈いただき
ました︒現在︑書籍の分類作業中で
ありますが︑今後︑学校・公民館図
書の蔵書として大事に利用させてい
ただきます︒

︻書籍寄贈︼

11

6
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22

町産業振興課と連携し県産牛肉の
消費を拡大する県事業を活用した仙
台黒毛和牛を使った給食メニューが
子 ど も 達 に 好 評 で す ︒﹁ 食 ・ 農 業 ﹂
に対する興味と関心を深める機会と
し︑子ども達の笑顔が輝く給食の提
供に努めてまいります︒

10

10

29

︻農業伝習館資料展示室︼

10

10

古き良き﹁アンティークラジオ﹂
の魅力を伝える企画展を９月４日か
ら 月２日まで行いました︒新田地
区︑今野榮晃氏が長年収集した大正
時代初期の鉱石ラジオや真空管ラジ
オ︑トランジスタラジオ等︑現在で
も放送を受信できるもの約 点を展
示し︑期間中県内から２１１名の御
来場をいただき︑アンティークラジ
オならではの温かみのある音に耳を
傾けていただきました︒
今後も企画展を開催するなど利用
促進に努めてまいります︒

︻結婚支援事業︼

60

現在の登録状況は︑新たに４名の
男性の登録があり︑現在男性会員
名︑女性会員３名となっており︑支
援員の情報をもとに︑これまで３組
のマッチングを行いました︒
イベントにつきましては︑去る
月 日に﹁ふれあいリンゴ狩りツア
ー しかま﹂を開催したところ︑男
性９名︑女性 名の参加があり︑現

15

10

in 24

月５から６日にかけて︑仙
台市で開催された第３回宮城県
選抜学童野球交流大会に︑大崎
選抜として︑色麻小あたごクラ
ブから佐々木汰一くん︑狩野彪
雅くん︑曽根悠叶くんが出場し︑
見事優勝︑宮城県１位代表とし
て︑東北大会へ出場します︒
去る 月 日に栗原市で開催
された第 回山﨑武司杯少年選
抜野球大会では︑大崎選抜が優
勝︑狩野彪雅くんは決勝戦で４
番を任されヒットを放ち︑佐々
木汰一くんは１回戦を２イニン
グ無失点︑準決勝ではキャッチ
ャーとして盗塁を阻止︑曽根悠
叶くんは準決勝で逆転スリーベ
ースヒットと度重なる好守︑好
走塁を披露し今大会の最優秀選
手に輝きました︒
また︑県内２００チームが出
場したジャンボ大会では︑ベス
ト に入るなど監督・コーチの
指導が実った形となりました︒

▲

曽根くん︑佐々木くん

左から︑狩野くん︑

月６日︑満１００歳の誕

上郷地区の佐々木きみ江さん

が︑

生日を迎えられ︑早坂町長と町

12

16

月

日から

16

日まで︑県庁

20

本町からは︑吉田屋︑渡辺菓子

くの方々に紹介するイベント︒

地域の特色ある食材をより多

地産地消の日が開催されました︒

ロ ビ ー で ︑﹁ 食 材 王 国 み や ぎ ﹂

11

らさわ︑パン工房アンジュ︑穀

菜会︑㈱産業開発公社︑イセフ

ァーム東北㈱の８団体が出店し
ました︒

年に１回の色麻町の出展を楽

しみにしているお客さんもおり︑

特に︑えごま商品︑リンゴや色

麻産の野菜を目当てに足を運ぶ

古川電力センター様

東北電力株式会社

15

11

14

12

店︑薬草栽培組合︑大豆工房ひ

色麻の特産品をPR！

方が多くいました︒

ご寄贈ありがとうございました

東北電力株式会社 古川電力セ
ンター 様
ＬＥＤ防犯灯︵街路灯︶
灯

６月２日から11月29日まで、町内
外の皆様から５６９，４０７円が寄せ
られました。
善意に感謝し、
厚く御礼申し上
げます。

社会福祉協議会髙橋会長から︑
お祝いの花束や敬老祝い金が贈
られました︒
今でも身の回りのことは全部
自分でしていて︑薬も全く飲ん
でいないというきみ江さん︒食
べ物も好き嫌いせずに１日３食
きちんと食べ︑間食をしないこ

パークゴルフ場維持管理募金

12

佐々木きみ江さん〜

100歳おめでとう〜敬老祝い金

とが長生きの秘訣のようでした︒
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Shikama Topics

健康で過ごすために
文博

〜次回︑健康寿命を延ばす﹁７つの習
慣﹂を掲載いたします〜

張ってください︒そんな体を引きづって︑
外来を訪れる皆さんをどうにもできない
我々はつらいです︒できれば治して差し
上げたいけれども︑できないのです︒悔
しいです︒
苦痛ではなく笑顔で余生が過ごせるよ
う︑健康に気を配り︑無理をしない︑無
茶をしない生活を顧みてください︒健康
は自分で引き寄せるものです︒ちょっと
した努力を惜しまず︑健康寿命を長く保
って︑笑顔を長く保ちましょうね︒

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりま
した講演会の内容を︑今月から２回にわたりご紹介い
たします︒

長寿と言っても自慢できたものではあり
ません︒原因は諸説あって判然としませ
んが︑やはり健康に留意しない生活が大
きなウエイトを占めているのではないか
と私は思います︒
私がこの病院に来て感じること︒
﹁皆さんが一生懸命生きておられる﹂こ
とはとてもよく伝わります︒まじめで︑
努 力 家 で す ︒ で も ︑〝 体 は 壊 れ る 〟 も の
であることをもっと認識してください︒
農作業で膝がボロボロになって病院に来
︒
る方︑腰がガタガタで病院に来る方 …
一生懸命家族のために働いたのだと思い
ます︒根詰めて身を粉にして務めたのだ
と思います︒でも︑人間の体は壊れます︒
機械なら部品の交換もあるでしょう︒油
を差して円滑な動きを取り戻すこともで
きるかもしれません︒でも︑人間の体に
は取り換える部品を買ってくることはで
きません︒薬が骨を蘇らせるものでもあ
りません︒壊れたまま︑痛いまま過ごさ
ねばならないのです︒どうぞ︑いたわっ
てください︒どうぞ︑壊れない程度に頑

公立加美病院 院長 今野

令和２年４月より︑公立加美病院院長
に就任した今野と申します︒よろしくお
願いいたします︒
皆さんは健康寿命をご存知でしょう
か？平均寿命なら知っているという方も︑
案外健康寿命は知らないでしょう︒平均
寿命は﹁おぎゃ〜﹂と生まれた赤ちゃん
が︑およそこれから生きる平均の年月で
す︒それに対して健康寿命は平均寿命か
ら︑寝たきりになったり︑認知症になっ
たりして介護を受ける期間を差し引いた
期間︒つまり︑人間が人間らしく活動的
に生活する期間と思ってください︒この︑
人として大切な時間＝健康寿命が色麻町
ではとても短いというデータがあるので
す︒実は加美町も同じ傾向にあります︒
逆に言うと︑何らかの健康被害で寝たき
りになったり︑認知症で健全な生活を送
っているとはいいがたい方が︑この地域
には多いのです︒
日本は世界に冠たる長寿国なのですが︑
実はこの寝たきりの期間が欧米各国と比
べても６年以上も長いのです︒これでは︑

8
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（仮称）ウィンドファーム八森山 環境影響評価方法書
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 環境影響評価方法書」を縦覧に供する
とともに、ご意見を募集しますのでお知らせします。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大防止が求め
られる現在の状況から、住民説明会の実施について
は検討中です。

地からのご意見・ご質問をお持ちの方は、意見
書に必要事項をご記入のうえ、縦覧場所に設置
しました「ご意見箱」にご投函いただくか、下
記お問い合わせ先宛へ郵便にてお送りください
（３月１日（月）当日消印有効）。

※意見書に記載された個人情報は、本件についてのみ
使用し、それ以外の目的には使用いたしません。

■事業者名／株式会社グリーンパワーインベストメント
■縦覧期間／１月15日（金）〜２月15日（月）
■対象事業／（仮称）ウィンドファーム八森山
意見募集は、３月１日（月）まで。
（風力発電所設置事業 最大60,000kW）
■事業区域／宮城県 色麻町、加美町
■問い合わせ先／
■縦覧場所／色麻町役場
株式会社グリーンパワーインベストメント
（土・日・祝日を除く開庁時間）
下記ウェブページでもご覧いただけます。 〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-44
赤坂インターシティ３階
http://greenpower.co.jp/categor
Ｅメール gpi̲info@greenpower.co.jp
y/information/
※Ｅメールによる、方法書の内容に関するご意見、お
■意見書提出方法／
問い合わせはお受けしておりません。
本環境影響評価方法書について、環境保全の見

町内事業者の皆様へ

地元支援商品券（活Pay券）

色麻町事業継続支援金

のお知らせ

のお知らせ

｢色麻町事業継続支援金｣ の申請期限は、
１月29日（金）までとなります。

対象となる方で、まだ申請されていない方は、期日
までに、お申し込みください。

問い合わせ先

「地元支援商品券（活Ｐay券）」の利用期限は、
１月31日（日）までとなります。
忘れずに、期限までにお使いください。

産業振興課

☎65−2128

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
自衛官候補生
予備自衛官補

応募資格
採用予定月の１日現在18歳以上33歳未満の男女
（32歳の方はお問い合わせください）
一般

18歳以上34歳未満の者

技能

18歳以上で保有する技能に応じ53〜55歳未満の者

受付期間
試験期日
受付中／１月22日㈮まで
１月30日㈯、１月31日㈰
受付中／１月６日㈬〜４月９日㈮
４月17日㈯〜21日㈬

①試験日、試験会場及び出願手続きなど細部につきましては、自衛隊宮城地方協力本部大崎地域事務所ま
でお問い合わせください。
②随時、自衛官職業説明を実施しております。
自衛隊宮城地方協力本部 大崎地域事務所
問い
ご要望等ありましたら、ご自宅までお伺い
合わせ 大崎市古川駅東２丁目６-10 ☎23−1178
いたします。
先
oosaki−miyagi@rct.gsdf.mod.go.jp
お気軽にお問い合わせください。
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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/

令和３年度

色麻町会計年度任用職員募集のお知らせ

職種及び職務内容、勤務条件等
職

種

職務内容／応募資格

保育士
幼稚園教諭

保育士、幼稚園教諭業務全般
保育士又は幼稚園教諭の資格を有する方

勤務時間

主な勤務場所

報酬額

１日７時間、週５日
※早番、遅番有

色麻保育所
清水保育所
色麻幼稚園

月額
157,522円〜
170,438円

１日７時間、週５日

教育総務課

月額
200,064円

幼稚園、小中学校における学習指導、生
徒指導、教育相談、連絡調整業務

指導主事

・教育職員免許法第５条第１項の規定に
より授与された免許状を有すること。
・学校教育法第37条第１項の規定によ
り置かれる校長又は教頭の職の経験を
有すること。

１）勤務状況等により社会保険及び雇用保険に加入していただきます。
２）報酬の他に通勤に係る費用弁償、勤務条件によって期末手当（年２回）が支給されます。

受付期間
申込方法

４月１日から任用の場合：１月４日（月）〜15日（金）
（左記以外は随時受付）
町ホームページに掲載している履歴書（総務課でも配布しております。）に必要事項を記入し、
資格証等の写しを添付の上、総務課総務係までお申し込みください。（郵送の場合は、封筒の表
側に「色麻町会計年度任用職員登録申請書」と朱書きしてください。）なお、提出いただいた書
類は返却しませんので御了承ください。
任用者の決定 登録された方の中から、選考（面接又は書類審査）により、任用者を決定します。
問い合わせ先

総務課総務係

☎65−2111

詳細は町ホームページをご覧ください。

色麻町任期付職員（幼稚園園長）募集のお知らせ
町では色麻幼稚園の運営管理に従事していただく幼
稚園園長を募集しています。
●職
種 幼稚園園長
●採用人数 １人
●勤 務 先 色麻幼稚園
受験資格
①昭和31年４月２日以降に生まれた人
②幼稚園教諭又は小・中学校教諭免許を有する人
③幼稚園又は小、中、特別支援学校において、令和３
年３月31日現在、５年以上の管理職（園長、校長、
副校長、教頭等）経験があり、正規教諭等の経験を
含めると15年以上の正規教育職の経験を有する人

試験日時・会場及び試験内容
・日
時 ２月16日（火）午前９時30分から
・場
所 色麻町役場 ３階 第１会議室
・試験内容 論文（1,200字程度）・面接
受付期間 １月６日（水）から25日（月）まで
出願書類等 受験願書・職務経歴書・各種資格書等の写
し・健康診断書
任用期間 ４月１日から令和４年３月31日まで（更新有り）
出願書類等の配付先及び問い合わせ先
総務課 総務係 ☎65−2111（内線113）

※町ホームページにも募集要項等掲載していますので、ご
覧ください。

冬道を安全に運転するために・・

冬道の安全運転１・２・３運動を実践しましょう！
「１割」のスピードダウン
「２倍」の車間距離
「３分」早めの出発で セーフティドライブ
Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp
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色麻町高齢者等タクシー利用助成のお知らせ
令和２年度より移動手段の確保が困難な在宅の高
齢者に対し、経済的負担を軽減するとともに、高齢
者等の社会参加を促進し、元気で生きがいのある生
活を送ることができるようタクシー利用料金の一部
を助成しています。
◆助成対象
⑴満80歳以上の方で次のいずれかの要件に該当する方
ア 一人暮らしの方
イ 同居する世帯員全員が80歳以上もしくは18歳未
満の方
ウ 同居する世帯員が長期入院や長期入所等で長期
不在の方
エ 同居する世帯員が道路交通法第103条第１項第
１号、第１号の２若しくは第２号に該当する方
⑵満75歳以上で自動車運転免許証を自主返納した方
で、⑴のアからエのいずれかに該当する方

加美郡保健医療福祉行政事務組合
会計年度任用職員登録者募集
加美郡保健医療福祉行政事務組合では、令和３年４
月採用の会計年度任用職員の登録者を募集します。
採用は、登録された方の中から審査（面接審査・書
類審査）を行い、採用される方に通知します。ただし、
登録された方全員が必ずしも採用されるとは限りませ
ん。
募集職種
受付期間

看護師、准看護師、介護福祉士、介護士、
看護助手、運転手、事務補助員
３月31日（水）まで

登録手続き、応募資格などについては、
加美郡保健医療福祉行政事務組合 事務局
担当：吾孫子・佐藤
〒981-4122 色麻町四竃字杉成９番地
☎ 66-2760・FAX 66-2781
kumiai-of@kamihp.jp
までお問合せいただくか、
組合ホームページ（http://www.kamihp.jp/）
をご覧ください。

◆助成金額
利用助成券

◆申請方法
高齢者等タクシー利用助成を受けたい方は、保健
福祉課に申請書がありますので、申請手続きをお願
いします。
◆利用助成券をお持ちの方へ
タクシー利用助成券の使用期限は３月31日とな
っております。是非、ご活用ください。
問い合わせ先
保健福祉課
☎66−1700

（①令和２年度２月・３月採用／②令和３年度採用）

スクールソーシャルワーカー
募集のお知らせ

①令和２年度２月・３月採用
報
酬 １時間 4,000円
任用期間 ２月１日〜３月31日
②令和３年度採用
報
酬 １時間 5,000円（初年度のみ4,000円）
任用期間 ４月１日〜令和４年３月31日

応募資格

勤務場所
勤務日数
募集人数
受付期間
申込方法

社会福祉士や精神保健士、臨床心理士等の
資格を有する方でかつ、過去に教育や福祉
の分野において活動経験があり、教育と福
祉の両面に関して専門的な知識・技術を有
する方
色麻中学校
週１回程度、１日６時間
各１名
１月12日（火）〜20日（水）
市販の履歴書に必要事項をご記入の上、資
格証等の写しを添付して教育委員会までお
申し込みください。提出いただいた書類は
返却いたしませんのでご了承ください。

問い合わせ先
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24,000円分（500円×48枚綴り）

※年度途中での申請の場合は、月割りで交付します。

色麻町教育委員会

☎65−2212

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

風しんの抗体検査を受けましたか？
風しんの抗体検査を受けましたか？

障害者控除対象者
障害者控除対象者
認定申請のお知らせ
認定申請のお知らせ

成人男性を中心に風しんの患者が増加していることから、国で
は風しんの予防接種を受ける機会のなかった男性を対象に無料で
抗体検査を実施、抗体価（免疫）が低いと判定された方に対して
は予防接種を実施しています。
対 象 者
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性

確定申告時に「障害者控除対象者
認定通知書」を添付することにより、
所得税や町民税の障害者控除または
特別障害者控除を受けることができ
ます。

＊対象となる方には、クーポン券をすでに送付しております。

風しん予防対策の内容
①風しんの抗体検査
全国の医療機関だけではなく、職場の健診でも受けること
ができる場合があります。事前に問い合わせし、受けてくだ
さい。
②風しんの抗体検査の結果、抗体価（免疫）が低いと判定され
た方のみ予防接種
全国の医療機関で受けることができます。事前に予約し、
受けてください。
持参するもの
町発行のクーポン券、運転免許証などの本人確認書類
クーポン券の有効期限 2021年３月末まで

◇対 象 者
町内在住の65歳以上の各種障害
者手帳の交付を受けていない方で、
介護保険の要介護認定を受け、認知
症または障害高齢者日常生活自立度
の一定の判定基準を満たしている方
◇申請方法
保健福祉課に申請書がありますの
で、印鑑を持参の上、確定申告の前
に必要事項を記入し申請してくださ
い。１月12日から受付します。

※令和元年度発行のクーポン券をお持ちの方は、有効期限が「2021年
３月末まで」延長となりましたので、お手持ちのクーポン券をそのま
まご利用いただけます。

問い合わせ先
保健福祉課 介護保険係 ☎66−1700

問い合わせ先

保健福祉課 保健係

☎66−1700

予防接種の受け忘れはありませんか？
接種期間内に予防接種をしないと「全額自己負
担」
「健康被害があったときに補償が受けられな
い」ことがあります。
再度、対象の予防接種について確認をし、受けて
いない方は早めに受けるようにしましょう。
【対象の予防接種】
●麻しん・風しん第２期 ●ジフテリア・破傷風
●日本脳炎第２期
●高齢者肺炎球菌

なお、対象者、助成期間、助成金額など詳しい内
容につきましては、保健福祉課までお問合せくださ
い。
予防接種は病気から自分自身を守るだけではなく、
自分が感染源にならないためにも大切なものです。
是非、この機会に予防接種を受けましょう！
問い合わせ先

保健福祉課 保健係

☎66−1700

（助成は１人につき１回限りです）

うらやまりく と

浦山陸翔くん
（北大）
朝も夜もしっかり磨
いています。

（11月27日実施）
さ がわ ゆ

う

佐川由宇くん
（北大）
甘い物大好きだけ
ど仕上げ磨きを毎
日頑張っています。

こばやしち

よ

か

そ

はやさか

はたやま ひ

早
早坂まひろちゃん

畠山陽菜ちゃん

な

ね たい き

曽根大稀くん
（道命）

（北大）

（大原）

これからも歯磨き
頑張るぞ！

電動歯ブラシで歯
磨きするのがマイ
ブームです。

仕上げ磨きを頑張っ
ています！

てらしま み さき

すがわらゆう と

なか の えいしん

小林千陽歌ちゃん

寺島弥咲ちゃん

菅原悠叶くん

中野瑛心くん

（向町）

（向町）

（上黒沢）

（鷹巣）

仕上げ磨きも頑張
っています。

これからも歯磨き
頑張ります。

仕上げ磨き頑張っ
ています！

甘い物が大好きな
ので、食後の仕上
げ磨き頑張ってい
ます。

Eメールアドレス

shikama@town.shikama.miyagi.jp

広 報 しかま

2021.１月号

12

こたつで過ごすひとときは、温度管理と水分補給、そして何より「寝ないこと」が大切です。

保健・福祉

１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

内

令和２年９月生まれ

８日 13:00〜13:20
（金）

令和２年４月生まれ

１歳６ヵ月児 22日
12:45〜13:00
健康診査
（金）

令和元年
５月〜７月生まれ

乳児健康診査

容

持参するもの

身体計測、問診、内科診察
保健・栄養相談
身体計測、問診
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

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。

１月の保健行事

会場：保健福祉センター

健康増進室

保健福祉課☎66-1700

１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、受付時間を地区で午前と午後に分けて行います。
ご都合のつかない場合は、ご都合のつく時間帯にご参加ください。

行

事

名

保健推進員
定例会

日・受付時間

対

①10：00〜
上郷・王城寺・花川沢口・新田・上黒沢・
下黒沢・下高城・上高城・吉田・志津・鷹
21日 巣・清水・高根・平沢・小栗山
（木）
②13：30〜
南大・北大・大原・伝八・除・一の関・道命
・袋・向町・二反田・宿

こんにちは

地域包括支援センターです

象

者

保健推進員

内

容

持参するもの

・筆記用具
健康学習等 ・上靴
・大きい袋

問い合わせ先
色麻町地域包括支援センター
☎66ー1071

実践！健やか脳を保つ生活 〜認知症の予防や改善につながります〜
よく食べ、よく歩き、よくしゃべり、健やか脳を保ちましょう
●いろいろ食べて栄養をしっかりと！
脳の栄養不足を防ぎ
ます。

●一日一回は人と話そう
人との交流は脳を刺激
します。
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●続けられる運動習慣を身につけ
よう
ウォーキングなどの有酸素運動は
脳を活性化させます。

●糖尿病や高血圧の進行を防ごう！
悪化すると認知症になる危険が高
まります。生活習慣の改善、服薬
管理を徹底しましょう。

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

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

★令和２年度 成人式
時 間
場 所
対象者

備

考

☎65−3110
☎65−3616

学校図書館１月の休館日のお知らせ

１月10日（日）午後１時〜受付／午後２時〜式典
町民体育館
平成12年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方で、町内
の小学校・中学校を卒業した方。または、就職・結婚等で現在町内に
居住（住所登録）し、成人式への参加を希望された方。
新型コロナウイルス感染対策として、式典内容を一部変更し、時間短
縮での開催といたしますので、あらかじめお知らせします。また、新
型コロナウイルス感染症の状況によっては、式典を中止する場合もご
ざいますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

休 館 日：１、２、３、４、５、10、
11、17、24、31日
特別整理休館日：29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。

※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

せせらぎ短歌集

新聞読書客人歌つくり
いとま
介護されつつ暇なき日日

千葉

︽木枯らしに タイヤ交換 せかされる︾
︽壊れ行く 気持ちに鞭打つ 八十路坂︾
鈴木せい子

辰夫

新刊の本とどきたり峡の家の
朝の光にページをひらく

佐藤

︽マスク客 通勤電車 どっと吐き︾
︽壊れない 程に叩かれ 鍛えられ︾

修子

玄関の万両の実の赤赤し
今朝の寒さに二つ三つ落つ

早坂とし子

宮子

皺しわの腕の血管探し当て
おだ
採血をする看護師穏し

はつ

浅野

きよ

終活と片付けおれば青年会の
通知書出できぬ役員会の

小松

佐藤美智子

前回よりもさらに上達！！
皆さん、とても楽しんでい
ました！

きのこ飯おこげの旨さが絶品と
同期の三人控え目ランチ

町民体育館

コロナ禍になかなか会えぬ隣人が
回覧板と笑顔持ち来る
菅原知恵子

11／29

お隣りの茶飲み友達入院し
コロナ禍なれば逢いにも行けず

第２回
スケートボード教室開催

色麻学園へご寄贈
雨のごと音たて落つる柿の葉を
夫も見ている霜強き朝
小松れい子

は

いしかわこう

遊子

広 報 しかま

枯れ草に落とされて繭の緑美し
だいろくてんさん
大六天山朔風烈し

実里

shikama@town.shikama.miyagi.jp

川柳クラブ﹁田園﹂

︽はやぶさ２ 玉手箱もち 無事帰還︾
︽家族愛 壊れる前に 深呼吸︾
早坂

きよ

佐藤

︽春を待つ 花の球根 堀り上げて︾
︽エンジンの かからぬ機械 もてあまし︾
戸叶
︽断捨離は 元気なうちに 終わらせる︾
︽故障した ラジオ叩けば しゃべり出す︾
小松

護

松子

畑山
Eメールアドレス

︽本丸に 迫る外堀り から埋める︾
︽つかの間の 愛が壊れる 砂の城︾

色麻町建設業組合様より、
踏み台７台と本棚７個を寄贈
いただきました。

2021.１月号
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〜未来へ羽ばたこう〜

町消費生活相談窓口からのお知らせ
元気はつ
らつ
しかまっ
子

インターネット通販
手軽で便利なインターネット通販。新型コロナ
ウイルス感染拡大を防ぐための「新しい生活様
式」の実践例にも通信販売の利用が示されていま
す。インターネット通販の利用者が増え続けてい
る中、トラブルも増加しています。
《トラブル事例》
●注文したのに商品が届かない。
●ネット通販で靴を購入した。サイズが小さかっ
たので交換を希望したが、合うサイズがなく、
「返品はできない」と言われた。
●ブランド靴が格安で販売されていたので注文し
たら、偽物が届いた。
●１回限りのお試しと思って健康食品を申し込ん
だら、定期購入で解約できない。
トラブルにあわないためには
●販売事業者の所在地、連絡先や他の利用者の評
価などの情報を自分でしっかりと確認しましょ
う。
●通信販売にはクーリング・オフ制度はありませ
ん。申し込む前に返品・解約の条件を確認しま
しょう。
●お金や個人情報の詐取等を目的とした詐欺的な
サイトもあります。少しでも怪しいと思ったら
利用しないようにしましょう。
●「お試し」「初回限定」などと表示されている
場合は、定期購入が条件にな
っていないかよく確認しまし
ょう。
●注文の最終確認画面を印刷し
たり、スクリーンショットを
撮るなどして、契約内容を記
録しておきましょう。
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）

まなび のひろば

ウィンターぷちイベント「アロマ講座」開催しました！
12月19日、色麻学園内学校図書館で、ウィンターぷちイ
ベント「アロマ講座」を開催し、今回は、ボディクリーム
を制作しました。
会場が良い香りに包ま
れ、参加者たちは楽しそ
うに香りを選び、自分だ
けのボディクリームを作
ることができたようです。

生花講座

12月20日、町農村環境改
善センターで、毎年恒例の婦
人会行事である「生花講座」
を開催。
迎える新年に思いを寄せて、
楽しみながら取り組んでいま
した。

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため︑大崎支部早起き野
球リーグ戦が︑中止となった一
年が過ぎた︒今シーズンから入
部する︑期待の大きい選手がい
る︒ＪＡ加美よつば野球部・荻
原幸也投手︵ 歳・加美町下新
田︶︒
﹁今までパートとして︑ＪＡ
加美よつば葬祭センターで働い
ていたが︑３月から正職員とし
て採用が決まった﹂事で︑野球
部へ入部を決めた︒
スポ少・鳴瀬Ｇウィングスで
野球を始め︑６年時にはエースとして活躍した︒
王貞治杯準決勝で︑同点に追い付くランニング
ホームランを放ったが︑結局最後はサヨナラ負
けを決し︑忘れられない試合となった︒
中新田中でも主力としてチームをけん引する
も︑郡大会初戦で優勝した宮崎中に敗れる︒し
かし速球を見込まれ︑大崎中央高から特待生と
して勧誘︑入部し甲子園を目指す事になる︒
１年春から４番手投手として︑ベンチ入りす
るほど期待されていた︒しかし秋に﹁椎間板ヘ
ルニア﹂と診断され﹁医師から運動は控えるよ
うに﹂と︑厳しい現実を突きつけられた︒監督
からはマネージャーとして残るよう勧められた
が﹁プレーする仲間を見るのは複雑な心境だっ
た﹂と︑耐えきれず２年春に退部を選択した︒
退部する際﹁もう少し頑張ったら？﹂と︑い
つも励まし支えてくれた母親が︑その後 歳で
病死︒﹁高校で活躍する姿を見せられず︑恩返
し出来なかった事に悔いが残る﹂と語る︒
趣味はカラオケ︒ケツメイシの﹁バラード﹂
が十八番︒モットーは﹁勝ちたいが︑余りこだ
わ ら ず 楽 し み たい﹂︒ 今 年 か ら チ ー ム メ イ ト と
なる児玉侑也捕手は幼馴染︒﹁保育所から一緒
で︑スポ少から中学までバッテリーを組んでい
た﹂息の合ったコンビ
が復活する︒
腰を痛め︑充電期間があった
事 が 功 を 奏 し ︑﹁ 今 は ︑ ほ ぼ 完
治 し た ﹂ と い う ︒﹁ も う 一 度 野
球が出来るありがたみを感じな
がら︑優勝して県大会に出た
い﹂と意気込んでいる︒
ここにたどり着くまで多くの
時間を要したが︑両親への恩返
しを胸に︑力投を誓う荻原投手︒
今年は丑年︑目標に向かってゆ
っくりと歩み進める︒

「腰痛完治、幼馴染のバッテリー復活」

早起き野球
こぼれ話 279
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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/

１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

10:00〜11:00
１月12日（火）

動

名

備

今年もよろしく！

考

・

準

備

物

・新年度最初の顔合わせ。製作やくじ引きごっこなど
を楽しみます。

〜コーナーあそび〜

わいわい広場

・福笑いやコマなどの正月遊び、シール貼り、
ポンポンプール、トンネル、ボックス等

１月19日（火）

新聞紙あそび

・新聞紙を使ってみんなで楽しく遊びます。

１月21日（木）

〜身近にある事故予防と
応急手当て〜

１月26日（火）
＊おはなし会

お誕生会

１月14日（木）

すくすくトーク

・１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。

＊身長、体重測定日
公民館幼児教育事業

１月28日（木）

音楽あそび
※講師：小原

・「転落、指挟み」「水の事故」「誤飲、窒息」
など身近な危険から子どもを守る対処法や対策
を保健師さんから教えて頂きます。

真理先生

・子ども達の大好きな歌や、先生のピアノに合わせて
楽しく体を動かして遊びます。

※２月１週目のおしらせ
・簡単な製作をした後に、皆で豆まきごっこ
を楽しみます！

２月２日（火）

節分ごっこ

２月４日（木）

小麦粉粘土あそび

アトリエサロン

・安全な小麦粘土でちぎったり、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。

〜子育てママ・キッズサロン保護者の交流広場〜

ママだっておしゃれしたい！「冬に似合う！おしゃれピアス作り」

コットンパールやチュール等、好きな材料を組み合わせて自分だけのステ
キなオリジナルピアスを、堀籠愛実さんと一緒に楽しく作ってみませんか？

●開催日：１月29日（金）10：00〜11：00

●参加費：600円 ピアスはお１人につき、２セット作ります。
●持ち物：ヤットコ平・丸（お持ちであれば）
●定 員：限定５名様まで
●申し込み：電話または口頭でお願いします。

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

10：50〜

母親クラブ
よさこいチーム
１月の練習日
20日㈬ 10：30〜11：30

◇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

く

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

はや

おはなし会
26日（火）

※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

農業伝習館からのお知らせ

１月４日㈪は休館日のため、年始は１月５日㈫か
らご利用可能となります。

町長の動静をご理解いただくために12月の公務の
一端をお知らせします。
１日

国保運営協議会、上下水道運営委員会

２日

介護保険運営委員会

３日

宮城県市町村職員共済組合役員選挙の選挙会・組合会
（松島町）

８日

町議会定例会12月会議

開設期間 ２月１日㈪〜３月15日㈪【土日祝を除く】
開設時間 午前９時〜午後５時
申告・納期限

９日

町議会定例会12月会議

10日

町議会定例会12月会議

17日

加美郡保健医療福祉行政事務組合議会

振替納付日
４月19日㈪
４月23日㈮

18日

加美郡保健医療福祉行政事務組合開札

22日

議員全員協議会

古川税務署からのお知らせ
古川税務署は、次の期間に申告書作成会場を開設します。

所得税及び復興特別所得税
消費税及び地方消費税

申告・納期限
３月15日㈪
３月31日㈬

新型コロナウイルス等の感染防止の観点から、ぜ
ひ、ご自宅からe-Taxをご利用ください。

かっぱのゆ年始のイベント
１月１日㈮ 新春元旦大抽選会
・当日、入館されたお客様に、素敵な景品が当たる
大抽選会を実施します。（子ども券には抽選券は
ありません）
・お子様にお菓子プレゼント！！（先着70名様）

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナ
ー」で申告書を作成することができます（スマホで
も利用可能！）
※申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には
「入場整理券」が必要です。
なお、入場整理券の配付状況に応じて後日の来場をお
願いすることもあります。

１月２日㈯
・当日、かっぱ茶屋でお食事された方、先着50名様
へ無料ドリンク券プレゼント！！
１月３日㈰
・穀菜センターでは、当日、お買い物された方、先
着100名様へ「リンゴ」プレゼント！！

問い合わせ先
●古川税務署

相

個人課税第一部門 ☎22−1711（代表）

談

名

行政相談
人権相談

相

障がい者の相談室
消費生活相談
農家相談日

談

生活相談

時

所

農村環境改善
センター

１月20日（水）
10：00〜12：00
毎週月曜日・木曜日
9：00〜16：00
１月12日（火）
9：00〜15：00

保健福祉センター
相談室

随

時

１月12日（火）
11：00〜
１月18日（月）
13：00〜

精神保健福祉相談

１月22日（金）
14：00〜
平日
9：00〜16：00

2021.１月号

場

１月20日（水）
10：00〜12：00

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

がんなんでも相談

17

日

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

問
総

務

合

先

課

☎65-2111

町民生活課

☎65-2156

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）

備

考

当面の間、開催時間を短縮して実施
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
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
相

お知らせ

談

全国一斉 Ｂ型肝炎訴訟
無料電話相談会

宮城県最低賃金改正のお知らせ
宮城労働局賃金室 ☎022ｰ299ｰ8841

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

催

県内の事業場で働くすべての労働者
（臨時、パート、アルバイト等を含
む）に適用される宮城県最低賃金が、
下記のとおり改正されました。また、
下記①から③の業種に該当する事業場
で働く労働者には、特定（産業別）最
低賃金が適用されます。

時

１月23日㈯
午前10時〜午後６時
内 容 Ｂ型肝炎被害対策東北弁護団
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）
。
対 象 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）
電話相談の番号
022-721-3072／022-721-3073
予約不要です。電話相談会日時に直
接お電話ください。

地域別最低賃金

時間額
825円

宮城県最低賃金

時間額

効力発生日：令和２年12月15日
③電子部品・デバイス・電子
回路、電気機械器具、情報
通信機械器具製造業

864円

効力発生日：令和２年12月20日
891円
②自動車小売業
効力発生日：令和２年12月24日

◆愛宕山販売の日◆

今月の実施はありません

◆地産地消の日◆

今月の実施はありません

王城寺原演習場での射撃訓練
等実施のお知らせ

◆特産品販売の日◆

☎65ｰ2224

・１月15日（金）
午前10時〜午後１時
・役場内待合ロビー

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。

■測定結果（参考値）
月

日

役場前（地上1ｍ）
色麻小学校・色麻中学校 (校庭１ｍ)
色麻保育所 (所庭５０ｃｍ)

測

時

会

場

内

容

対

象

３月７日㈰午後１時〜４時
※受付開始 午後12時30分
※終了解散 午後５時
大崎市祥雲閣
大崎市古川福沼一丁目２番２号
（☎24−3385）
フリートーク、ローテーショ
ントーク、交流ゲーム
男性：25歳以上40歳までの独
身の方15名（大崎管内在住）
女性：25歳以上の独身の方15
名（宮城県内在住）
男性 3,000円 女性 2,000円

会 費
申 込
申 込 先：「大崎定住自立圏青年交流
推進事業実行委員会事務局」
大崎市中央公民館内
大崎市古川北町5-5-2
☎22−3001 Fax 22−3339
chuo-ko@city.osaki.miyagi.jp
申込方法：郵送・電話・FAX・E-mail
申込記載内容：住所・氏名・年齢・性別・
職業・電話番号
募集期間：１月５日㈫〜２月５日㈮必着
（郵送の場合は当日消印有効）
※申し込み者が多い場合は
抽選となります。

０．
０7
０．
07

学校給食費

定

値

０．
０2

色麻幼稚園（旧清水小）
（園庭５０ｃｍ）

日

項
目
月・期別
第４期
町県民税
第８期
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
第７期
奨学資金返還金
スクールバス利用者負担金 １月分
保育所保育料

単位：マイクロシーベルト毎時

名

出逢いを希望する独身男女に、
より多くの出会いと交流の場を提供
することを目的とします。

１月の税・使用料金の納期

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。
設

又は色麻町公民館
☎65ｰ3110 FAX 65ｰ3109
kominkan@town.shikama.miyagi.jp

※但し、中止となる場合もあります。

空間放射線量測定に関する情報
施

実行委員会事務局 大崎市中央公民館
☎22ｰ3001 FAX 22ｰ3339
chuo-ko@city.osaki.miyagi.jp

925円

①鉄鋼業

〈Ｂ型肝炎訴訟とは？〉
幼少時の集団予防接種によりＢ
型肝炎に感染したと認められる患
者に対し病態に応じて50万円〜
3600万円の給付金等が支払われる
制度です。ただし、給付を受ける
ためには、国を相手に訴訟をして
証拠に基づき救済要件に該当する
ことを確認したうえで国と和解等
をする必要があります。

建設水道課

出逢いＤパーティー
（大崎定住自立圏青年交流推進事業）

効力発生日：令和２年10月１日
特定（産業別）最低賃金

し

12月15日
（月に１回）

清水保育所 (所庭５０ｃｍ)

０．
05
０．
03

◆測定場所の（ ）内は、地面の状態及び測定高さ

１月分

上下水道使用料
１月分
（四𥧄地区 南大〜宿）
住宅使用料

１月分

納

期

１月25日
（月）

１月25日
（月）
口座振替
１月25日
（月）
口 座 振 替／１月25日
（月）
集金・納付書／１月29日
（金）

１月29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

広 報 しかま
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Information
金
年

期日と１回の
納付額

なし

国民年金保険料の口座振替に
よる支払いの手続きは︑全国の
金融機関でできます︒一度口座
振替の手続きをすれば︑金融機
関などの窓口まで支払いに行く
手間が省けて︑指定した口座か
ら引き落としがされるため納め
忘れもなくなり︑とても便利で
す︒また︑前納による割引制度
もあるため大変お得です︒

納付
方法

翌月末︵一ヵ
月分︶

毎月五〇円

一︑一三〇円

次の中から選択

毎月
納付

当月末︵一ヵ
月分︶

●納付方法

早割
納付

月末日︵六ヵ月分︶

四︑一六〇円

割引額

半年
前納

毎年四月末日
︵一年分︶

毎年四月末日と十

一年
前納

引き落とします︒
再度の引き落としも不能とな
った場合は︑不能の通知書と
引き落とし不能分の納付書が
送られます︒
・２年分︑１年分または半年分
前納の引き落としが不能とな
った場合は︑１ヵ月ごとの毎
月納付に変更して引き落とし
されます︒
・４分の１︑半額︑４分の３な
どの部分免除を受けている場
合は︑１ヵ月ごとの毎月納付
のみとなります︒
ただし︑翌年の免除を新しく
手続きした後︑承認がおりる
までの数ヵ月間は定額の金額
が引き落とされることがあり
ますのでご注意ください︒
︵免除申請日以前に振替えら
れた分については免除できま
せんので︑免除の手続きをす
る場合は７月分が振替えされ
る８月末までに申請してくだ
さい︶︒

わが町から無年金者をなくしましょう

一五︑八四〇円

平成30年12月分納付書の使用期限は、
令和３年１月31日
（日）
です。

二年に一度四月
末日︵二年分︶

令和２年12月分保険料の納付期限
（口座振替日）
は
令和３年２月１日
（月）
です。

二年
前納

割引額は令和２年度の額を表
※
示しています︒
申し込みをしてから︑手続き
※
が完了するまでに１〜２ヵ月
程度かかります︒４月分から
の半年・１年・２年前納は２
月末日までに︑ 月分からの
半年前納は８月末日までに申
し込んでください︒
申し込み方法など詳しくはお
※
問い合わせください︒

●口座引き落としの注意点
・ もし︑残高不足で引き落とし
不能となった場合は︑次回引
き落とし時に︑合わせて再度

10

支えたら 支えてもらう 国民年金

窓
結

古川年金事務所
☎23ー１２００

国民年金保険料は口座からの引き落としが便利です

婚

人口と世帯
（

お悔やみ

浦山

明洋（北大）

髙嶋

美絵（大崎市）

行政区

年齢

世帯主

鷹巣

板垣きよせ

尊

名

９０

哲夫

吉田

早坂ヨシイ

９４

利悦

令和２年11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

2,076戸（− ９ 戸）
6,653人（−30人）
3,216人（−17人）
3,437人（−13人）

11月のうごき
出
転

生
入

１人
８人

死
転

亡 ５人
出 34人

11月までのうごき
・令和２年11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。

●１月の燃えないごみ収集●
収集日
5日㈫
6日㈬
7日㈭
8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

●１月の燃やせるごみ収集●
収集日
毎週月・木曜日

19

2021.１月号

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
5日㈫ 向町、二反田、上郷、
19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、
12日㈫
上黒沢、吉田、志津、鷹巣
26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

出

生 31人

死

亡 92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〜11月）
発生件数
100件
死亡者数
0人
負傷者数
15人
■町内の火災（令和２年１月〜11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/

日発行︵№5９３︶

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

65

浅野

ゆう せい

結晴くん（５歳）
（母

真紀さん）

り

こ

下黒沢 菅原 莉子ちゃん（10ヵ月）
（父 友哉さん、母 千春さん）

11月27日、色麻学園内にクリス
マスツリーが設置されました。
毎年12月に開催していた「クリ
スマスマーケット」がコロナ禍で中
止となる中、子ども達へのサプライ
ズとして加美商工会色麻支部「しか
まの冬★イルミネーション」実行委
員会が企画したもの。
実行委員メンバーやPTAの方々
の協力の下、子ども達が帰った下校
後に設置し、設置後の30日朝にツ
リーを見た子ども達からは、歓声と
たくさんの笑顔が見られました。

●１月の休日当番医●
診療日
１日（金）
２日（土）
３日（日）
10日（日）
11日（月）
17日（日）
24日（日）
31日（日）

日中（9:00〜17:30）

かい

と

吉田 佐々木凱海くん（２歳）
（父 茂輝さん、母 美友さん）

平沢交流センターかっぱのゆ様より

色麻学園に巨大クリスマスツリーを設置
▲

高さ３メート
ルの巨大クリ
スマスツリー

編集と発行／色麻町役場企画情報課
41

二反田

わが家のやんちゃ坊主です。
のびのび育ってね。

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。

いつも元気で可愛い莉子♥これからも元気
いっぱい可愛い笑顔で大きくな〜れ。

令和
１

わが家のニンキもの
いつもおもしろいことをして笑わせてくれます。
これからも元気いっぱいの結晴でいてね。

■ 広 報 し か ま
３

「わが家のニンキもの」募集中

マスコットキャラクターのかっぺい君に
マスクを作成していただきました！

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

中新田クリニック
☎63-7676 （加美町・中新田地区）
伊藤医院
☎63-2025 （加美町・中新田地区）
ありまファミリークリニック
☎63-2230 （加美町・中新田地区）
伊藤医院
☎63-2025 （加美町･中新田地区）
中新田クリニック
☎63-7676 （加美町・中新田地区）
大山医院
☎63-3054 （加美町・中新田地区）
佐藤医院
☎82-2656 （大崎市・鳴子地区）
佐々木胃腸科
☎63-3324 （加美町・中新田地区）

■印刷

かっぱのゆ 早梅・日帰りプラン

永 仁 会 病 院（内科）☎22-0063
〃
（外科）
〃
大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃
片 倉 病 院（内科）☎22-0016
〃
（外科）
〃
大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃
三 浦 病 院（内科）☎22-6656
〃
（外科）
〃
古川星陵病院（内科）☎23-8181
〃
（外科）
〃
大崎市民病院（内科）☎23-3311
〃
（外科）
〃
佐 藤 病 院（内科）☎22-0207
徳永（整）病院（外科）☎22-1111

今月の休館日 ◆12日・25日

● 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

今月のラッキーデー ◆18日（月）

㈲ 中 村 印 刷

●期 間／令和３年１月４日㈪〜29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／ぶりの照り焼き、
お得なプランです。
２名様から承ります。
季節の野菜天麩羅、旬のお煮
までに（３密防止の為、一室５名様以内）
前
しめ、ご飯、味噌汁、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
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