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「長崎に学ぶ」
中学生平和体験の旅

８月８日から 10 日まで、町内の中学生
12 人が長崎市を訪れ、平和祈念式典の参
列や原爆資料館を見学し、原子爆弾がも
たらした被害、戦争と核兵器の恐ろしさ、
平和の尊さを学びました。長崎に投下さ
れた原子爆弾により多くの尊い命が奪わ
れたという事実、生き残った被爆者の想
い、次世代に伝えるための行動などを見
て、感じることができました。
参加した中学生は、自分達が恒久平和
を訴え続けることが平和への確かな一歩
になるという想いを抱きました。
長崎

▲長崎市平和祈念像の前で
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▲ドイツ・ヴュルツブルク市長へ取材

８月８日から 日に
かけて日本非核宣言自
治体協議会の親子記者
事業が行われ、全国か
ら 組の親子が抽選で
選ばれ、南郷小学校５
年生の山崎凌空さん親
子が参加しました。
平和祈念式典や平和
首長会議総会に出席の
ため来日していた、ド
イツ・ヴュルツブルク
市クリスチャン・シュ
ーヒャルト市長に平和
への取り組みを取材し、
平和の大切さを学びま
した。
18

私の身長よりもずっと大きくて
驚きました。熱線による被害に
ついては、人の体への害として、
「重症の熱線の被害は、皮ふは
焼けただれてズルズルとはがれ
落ち、肉や骨まで露出」となっ
ていて、爆心地付近では、「あ
まりの高熱で一瞬のうちに身体
が炭のようになった」となって
いました。写真も何枚かあって、
ただの黒いかたまりのように見
える死体や、血だらけで、皮ふ
がはがれ落ちている人の写真が
ありました。最初はちょっと
「気持ち悪いな」と思いました
が、みんな死にたくて死んでい
るわけじゃないし、これは昔に
本当にあったことで、必死で生
き残った人たちもいたんだから、
「気持ち悪い」とは思っちゃい
けないと思いました。
原爆投下から 年たった今で
も、一命をとりとめた被爆者に
一生いやすことのできない心と
体の傷跡や、放射線が原因の健
康障害を残した原子爆弾。しか
も、こんなに悲しい出来事が広
島と長崎の２か所であったのに、
今も世界には１５，０００発以
上の核兵器があるそうです。私
は、この「長崎に学ぶ」で学ん
だことを生かして、これ以上核
兵器で苦しむ人や悲しむ人がい
なくなるようにしたいと思いま
す。
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「長崎に学ぶ」に参加して

私は今回の「長崎に学ぶ」で
衝撃を受けました。そして、あ
らためて戦争はたくさんの人を
傷つけて、悲しい思いをさせて
しまうということを学びました。
平和祈念式典での平和への誓
いを聞いて、私は悲しくなりま
した。「長崎駅の駅舎は焼け落
ち、見慣れた街並みは消えてな
くなり、別世界に迷い込んだよ
うだった」「ああ、世界が終わ
る」という被爆者代表の方の話
を聞いて、原爆を受けた長崎の
町が頭に浮かんできました。こ
の方の話しているように、「核
は人類と共存できない」は私も
そう思います。
原爆資料館では、原爆を受け
た様々なものや被爆する前の町
や人の写真、被爆した後の写真
などが展示してありました。中
には、爆弾の高熱で人間の手の
骨とガラスが溶けてくっついて
いるものが展示してあったりし
ました。長崎の町に落とされた
原子爆弾の実物大模型もありま
した。長崎に落とされた原爆は
「ファットマン」という爆弾で、
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平成

年度 第

回遠田郡中学校駅伝競走大会結果

９月８日に行われた、第 39 回遠田郡中学校駅伝競走大会の結果は次のとおりです。
【男子】
総合順位（トータル

㎞）

①涌 谷Ａ（岡本、横山、佐々木、吉田、櫻井、鈴木） 1 ﾟ 08′09″
②不動堂Ａ（安田、畑中、今野、阿部、和野、菅原）

1 ﾟ 10′01″

③小牛田Ａ（伊勢、高橋、丸山、伊藤、佐々木、齋藤） 1 ﾟ 10′06″
④涌谷Ｂ、⑤涌谷

、⑥小牛田

、⑦不動堂 、⑧不動堂

、⑨小牛田

、⑩南郷

区間賞 １区（3.05 ㎞）岡本脩（涌谷Ａ）11′02″、２区（3.0 ㎞）横山信武（涌谷Ａ）10′41″、
３区（3.2 ㎞）佐々木尋斗（涌谷Ａ）11′54″、４区（3.0 ㎞）阿部聖洸（不動堂Ａ）11′02″、
５区（3.2 ㎞）佐々木大晟（小牛田Ａ）11′50″、６区（3.15 ㎞）大友康平（涌谷 ）11′28″
【女子】
総合順位（トータル

㎞）
0 ﾟ 51′45″

①涌 谷 Ａ（伊藤、山内、渋谷、佐藤、遠藤）

②不動堂Ａ（中村芽、中村明、佐々木、佐藤、木村）0 ﾟ 52′11″
③小牛田Ａ（細川、小野寺、松林、中山、丹野）
④涌谷Ｂ、⑤不動堂Ｂ、⑥涌谷Ｃ、⑦不動堂

0 ﾟ 54′58″

、⑧小牛田

、⑨南郷

、⑩小牛田

区間賞 １区（2.8 ㎞）伊藤冴香（涌谷Ａ）10′33″、２区（2.15 ㎞）中村明依（不動堂Ａ）8′31″、
３区（2.85 ㎞）佐々木京華（不動堂Ａ）11′33″、４区（2.15 ㎞）佐藤楓（涌谷Ａ）8′43″、
５区（3.0 ㎞）遠藤希（涌谷Ａ）12′11″

総合防災訓練を実施しました
～継続した訓練で、大規模災害への備えを～
９月９日、素山野球場を主会場に美里町総合防災訓練を開催しました。当日は、天気にも恵ま
れ、主会場には藤ケ崎町、素山町、桜木町、駒米の各行政区の皆さんをはじめ、訓練関係者が約
400人集まり、主会場以外の行政区や自主防災組織でも訓練が行われ、町内全体で約1,500人が参
加しました。
総合防災訓練は、午前９時、宮城県沖を震源とするマグニチュード９・０、震度６強の大規模
地震が発生し、町内でも被害が多発しているという想定で実施。倒壊家屋からの負傷者の救出・
救護・搬送訓練や街中での大規模火災を想定した遠距離送水・火災防ぎょ訓練、水害対応訓練、
炊き出し訓練なども行いました。いつ発生するかわからない大規模災害。継続して訓練を行い、
災害への対応力を高めましょう。

倒壊した建物から負傷者を救出
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大規模火災を想定した遠距離送水訓練

水害に対応する土のう作成

広報みさと

月
日（日）は
宮城県知事選挙の投票日です
宮城県知事選挙が 10 月５日（木）に告示され、10 月 22 日（日）に投票が行われま
す。投票時間は、午前７時から午後８時までとなります。忘れずに投票しましょう。
■期日前投票

■不在者投票

仕事、旅行、冠婚葬祭などにより投票日当日

（１）美里町の選挙人名簿に登録されている方

に投票できない方は、期日前投票をすることが

が、仕事や旅行などで、選挙期間中、美里町以

できます。

外の市区町村に滞在しているときは、滞在先の

期間 10 月６日 金 から 10 月 21 日 土 まで

市区町村の選挙管理委員会で不在者投票がで

時間 ８ 30 から 20:00 まで

きます。

場所 美里町役場本庁舎 １階 町民ホール
美里町役場南郷庁舎

１階 102 会議室

（２）都道府県選挙管理委員会が指定した病院、
介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支

※どちらでも投票できます。

援施設などに入院、入所している方は、その施

お持ちいただくもの 投票所入場券

設で不在者投票ができます。入院、入所してい

※投票所入場券を紛失した場合または期
日前投票の期間までに届かない場合は、

る施設に申し出ください。
（３）身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持ってい

期日前投票所で係員に申し出てくださ

る方で、一定の要件に該当する方または介護保

い。

険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護
５」の方は、自宅において記載し、郵便などに

■転出された方
宮城県内の市町村に転出された方は、市町村長

よって投票ができる場合があります。

が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証

※郵送などに日数を要しますので、手続きはで

明書」をお持ちいただくか、または選挙管理委員

きるだけ早めに行うようお願いします。

会で引き続き県内に住所を有することの確認を
させていただく必要があります。証明書をお持ち

※ご不明な点は、お問い合わせください。

いただくと確認に伴う時間が省略できるため、ス

問合先 美里町選挙管理委員会（総務課内）
☎33-2111

ムーズに投票することができます。

地区コミュニティセンター休館のお知らせ
宮城県知事選挙が10月22日（日）に実施されることに伴い、投票所となっておりますコミュニ
ティセンターにつきまして、次のとおり休館といたしますので、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。
◆休館する期日 10 月 20 日（金）は午後・夜間、21 日（土）は終日、22 日（日）は終日
◆休館する施設 下小牛田・北浦・中埣・青生・下二郷の各コミュニティセンター、駅東地域交流セ
ンター、農村環境改善センター
※青生児童館は、10 月 20 日（金）と 10 月 21 日（土）は通常通り開館します。
問合先 まちづくり推進課 ☎33-2180
広報みさと
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町立南郷病院職員募集のお知らせ
職

種

看護師

採用予定人員
若干名

受

験

資

格

昭和 47 年４月２日以降に生まれた者で、看護師免許を有する者

◆採用予定 平成 30 年４月１日
◆欠格事項
① 日本の国籍を有しない者
② 成年被後見人または被保佐人（準禁治産者を含む。
）
③ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその刑の執行猶予の期間中の者
その他その執行を受けることがなくなるまでの者
④ 美里町職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者
⑤ 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団
体を結成し、またはこれに加入した者
◆試 験 日
平成 29 年 11 月４日（土）
◆試験内容
作文試験、面接試験、健康診断審査、資格調査
◆受付期間
平成 29 年 10 月２日（月）から 10 月 31 日（火）まで
午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（土曜日、日曜日および祝日を除く。）
◆提出書類 ① 受験申込書（役場所定の用紙を使用）
② 健康診断書（役場所定の用紙を使用）
③ 履歴書
④ 看護師免許証の写し
◆受験手続
受験申込書は総務課に請求してください。郵便で請求する場合は封筒の表に「職員
採用試験申込書請求」と朱書し、あて先を明記して 82 円切手を貼った返信用封筒を
同封してください。
◆提出先・問合先 総務課 ☎33-2111

地震対策の各種助成制度をご利用ください
■内容
１．木造住宅耐震診断
対 象 昭和 56 年５月末日までに着工した在来軸組構法または枠組壁構法による戸建て木造
住宅（平屋建て～３階建て）
費 用 8,300 円から（申請者負担金額です。延床面積により異なります。
）
２．木造住宅耐震改修工事
対 象 木造住宅耐震診断の対象建築物で、耐震診断により作成した耐震改修計画に基づき
改修設計および改修工事または建替え工事を行う住宅
※昨年度までに耐震診断を実施している場合でも対象となります。
助成額 耐震化工事費に一定の補助率を乗じた額、上限 550,000 円
■申込方法等
・受付は６月５日（月）から（木造住宅耐震診断の受付は 12 月 22 日（金）まで）
土曜、日曜、祝日および 12 月 29 日から来年１月４日までを除きます。
・各制度とも申込書を提出していただき、内容を審査の上、受付順となります。
・助成数には限りがありますので、お早めにお申し込みください。
■問合先 建設課 ☎33-2143
5
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農業委員会の委員を募集します
農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消などへの取り組みをより推進するため、
農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）が改正されました。これまで委員の選出方法
は公選制（選挙）と選任制（議会推薦・農業団体推薦）でしたが、改正後は町長が議会の同意を得
て任命することとなりました。
町では、次のとおり農業委員会委員を募集します。
■応募要件
農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の推進、農業委員会の所掌に属する事項に
関し、その職務を適切に行うことができる方
■定

員 16 人

■任

期 ３年（平成 30 年４月 20 日から平成 33 年４月 19 日まで）

■選考・任命
美里町農業委員会委員候補者選考委員会での選考を経て、審査を行い、町長が候補者を決定
し、議会の同意を得て任命します。
■推薦・応募方法
推薦用紙と応募用紙は 11 月１日（水）から農業委員会事務局の窓口で配布します。
●一般推薦 個人２人以上の推薦が必要です。
●法人その他の団体からの推薦
●一般応募（自薦） 応募用紙に必要事項を記入してください。
■応募期間 11 月１日（水）～11 月 30 日（木）
■応 募 先 農業委員会事務局
■推薦・応募者の公表
推薦した人と推薦された人、自ら応募した人の氏名、年齢、職業などを募集期間中や募集期間
終了後に、町のホームページで公表します。
■問 合 先 農業委員会事務局 ☎58-1214

大豆の出荷自粛にご協力ください
宮城県では、平成 29 年産大豆の安全性を確認するため、大豆の放射性物質の検査を実施します。
生産者の皆様には、平成 15 年３月 31 日時点の旧市町村単位に行われる検査の結果、大豆の安全
性が確認できるまで出荷、販売、譲渡および贈答をしないようお願いします。検査結果は宮城県の
ホームページなどで公表され、基準値以下であれば出荷自粛解除となりますので、ご理解とご協
力をお願いします。
問合先 宮城県農産園芸環境課 ☎022-211-2841
宮城県美里農業改良普及センター ☎32-3115
産業振興課 ☎58-2374
広報みさと
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年度保育所 入所児童募集

◆対

象 保護者や家族が日中働いているなどの理由で、保育の必要な生後２か月から小学校就学前ま
での児童
◆町立保育所 小牛田保育所（分園含む。
） 定員 153 人（継続児・新規入所児を合わせた人数です。
）
なんごう保育園
定員 45 人（継続児・新規入所児を合わせた人数です。
）
◆小規模保育施設 （仮称）こすずめ園 定員 19 人（平成 30 年４月開設予定）
◆申請期間 10 月 30 日（月）～11 月９日（木）
◆申請受付時間および申請場所
●小牛田保育所、なんごう保育園 ８:30～19:00（ただし、日曜日および祝日は除く。
）
直接希望する保育所へ申請書などをお持ちください。なお、保護者と児童との面談を実施しますの
で、保護者は必ず児童と一緒にお越しください。
●町外保育所、町内小規模保育施設 ８:30～17:15（ただし、土曜日、日曜日および祝日は除く。
）
子ども家庭課へ申請書などをお持ちください。
※平成 29 年度保育所の入所待機となっている場合、子ども家庭課から申請書などをお送りいたします。
※申請書などは、10 月 20 日（金）８:30 から小牛田保育所およびなんごう保育園、子ども家庭課でお
渡しします。なお、町のホームページからもダウンロードできます。
◆問 合 先 子ども家庭課 ☎33-1411

平成

年度町立幼稚園 入園児募集

平成 30 年度町立幼稚園入園児および預かり保育園児を募集します。
◆申請期間 10 月 30 日（月）～11 月９日（木）９:00～16:00 （土・日曜日、祝日は除く。
）
◆対
象 ３歳児：平成 26 年４月２日～平成 27 年４月１日生
４歳児：平成 25 年４月２日～平成 26 年４月１日生
５歳児：平成 24 年４月２日～平成 25 年４月１日生
◆預かり保育要件 就労などにより登園前・降園後の家庭で保育ができない世帯
◆申 請 場 所 町立幼稚園へ申請書などをお持ちください。なお、面談を実施しま
すので園児と一緒に幼稚園へお越しください。
※平成 30 年度に３歳児および４歳児の保護者の方には、案内状をお送りいたし
ます。案内状が届かない場合は、お問い合わせください。
◆問合先 教育総務課 ☎58-0500

新一年生のための就学時健康診断
教育委員会では、来年度（平成30年度）の小学校入学児を対象に就学時健康診断を行います。
対象児の保護者の方には郵送で通知書と健康診断票をお送りしますので、忘れずに受診してください。
◆対象児 平成 23 年４月２日～平成 24 年４月１日生まれのお子さま
◆受診場所・日時 小牛田地域：こごた幼稚園 11月９日（木） 13:00～14：00
南郷地域：なんごう幼稚園 10月26日（木） 13:00～13：20
◆問合先 教育総務課 ☎58-0500

防災行政無線の放送内容ご確認は ☎０２２９ ３２ ５９１５
防災ナビみさと・緊急速報メールの利用登録は
「防災ナビみさと」は
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平成

年度美里町認可外保育所入所児童の保護者に対する助成金について

美里町内・町外の認可外保育所を利用する３歳未満児の保護者に対し助成金を交付いたします。
■助成対象
①美里町に保護者の住民票があること。
②保護者および同居の親族が就労や介護、傷病により、対象児童を家庭で保育できない状態であ
ること。
③助成対象児童の保護者であること。
④美里町内・町外の認可外保育所と月ぎめ契約をしていること。
⑤申請時点において、保護者が美里町の町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税を滞
納していないこと。
■助成対象児童
①美里町に住民票があること。
②美里町内・町外の認可外保育所に通所していること。
③平成 28 年度末において、３歳未満であること。ただし、入所時点において３歳に到達している
場合には対象となりません。
■助成金額
児童１人あたり 月 10,000 円（ただし、月途中の入退所などを理由に認可外保育所で定める
月額保育料からの割引や日割計算などがあった場合はその月額は助成しません。
）
■助成の交付申請および提出先
申請書などは美里町内の認可外保育所または子ども家庭課から受け取り子ども家庭課に提出。
助成対象者（保護者）からの申請に基づき、町で申請内容を審査し助成の可否を決定します。
■交付申請は年２回
①上半期分（４月分から９月分の保育料）提出期限は 10 月 10 日（土・日曜、祝日を除く）まで。
②下半期分（10 月分から３月分の保育料）提出期限は４月 10 日（土・日曜、祝日を除く）まで。
※提出期限厳守でお願いします。
※所得税法上の雑所得となりますので、確定申告が必要となります。確定申告については、美里町
税務課へ直接お問い合わせください。
■問合先 子ども家庭課 ☎33-1411

国民年金保険料の後納制度について
過去５年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することで、将来の年金額を増やすことができ
る後納制度が、平成27年10月から平成30年９月までの間に限り実施されています。
これまで、老齢年金を受け取るためには、保険料納付期間と保険料免除期間などを合算した資格
期間が原則として25年以上必要でしたが、平成29年８月から、資格期間が10年以上あれば老齢年金
を受け取ることができるようになりました。そのため、後納制度を利用して不足している保険料を
納めることにより、年金の受給ができなかった方が受給資格を得られる可能性があります。ただし、
すでに老齢基礎年金を受給している方は、後納制度の利用はできません。後納制度を利用するには、
申し込みが必要です。詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
問合先 古川年金事務所 ☎23-1200
広報みさと

2017.10
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おんべこ産業まつり
日時 10 月 28 日（土）10:00～14:30 ※荒天時中止
場所 美里町トレーニングセンター駐車場
〇ステージイベント
・小牛田中学校吹奏楽部

・ＪＡ児童作品表彰式

・ＪＡみどりの大抽選会

・餅まき など

・演芸大会

〇会場イベント
・農産物ＰＲイベント
玄米鑑定大会、ふるまい餅つき（臼と杵でつきます。）、新米おにぎり・豚汁セット販売、
各種農産品の販売コーナー など
・商工業ＰＲイベント
商工会会員による出店コーナー、チャリティコーナー（さんま塩焼き、大根販売）など
問合先 ＪＡみどりの小牛田支店 ☎32-2340 ／ 産業振興課 ☎58-2374
遠田商工会小牛田事業所 ☎33-2309
※駐車場は小牛田中学校グラウンド、こごた幼稚園、ＮＯＳＡＩ倉庫、カントリーエレベーターと
なります。小牛田中学校グラウンドは、天候により駐車できない場合があります。

10 月 16 日（月）～22 日（日）は「行政相談週間」です！
～行政に関する困りごとはありませんか～
総務省は、行政相談制度がより広く皆さんにご利用いただけるよう、この一週間を「行政相談週
間」と定め、全国一斉に様々な活動を展開します。「行政相談」とは、国の仕事やサービス、各種
の手続きなどに関して困っていること、要望したいことについて、住民の皆さんの相談に応じ、解
決を図る仕組みです。
皆さんの身近な相談相手としては、地域の「行政相談委員」が総務大臣から委嘱され、日頃から
相談に応じています。
また、美里町では、町政に関する意見・要望・苦情の受付窓口の拡大、相談業務の機能強化を図
るため、行政相談委員との兼務による「美里町町政相談員」を設置しています。国、町の行政の区
別ないワンストップ対応により、皆さんの利便性向上を目指します。
10 月は行政相談週間にちなみ、下記のとおり行政相談所を開設します。ぜひ、お気軽にご利用く
ださい。相談は無料で、秘密は厳守いたします。
行政相談週間／特設行政相談所開設
開設月日

受付時間

10 月 16 日（月）

10:00～12:00

10 月 17 日（火）

10:00～12:00

（行政相談パネル展を同時開催します。）
開催場所
パネル展：南郷庁舎 １階町民ホール
相

談：南郷庁舎 １階相談室

パネル展：さるびあ館 １階多目的ホール
相

談：さるびあ館 １階和室

※２日間の相談対応は、行政相談委員兼町政相談員の堀越澄枝・武田啓一委員の２人で行います。
問合先 総務課秘書室 ☎33-2112 ／ 町民窓口室
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消費生活相談窓口
ご用心！悪質商法
～ 自分だけは大丈夫と思っていませんか ～
契約に絡む高齢者の消費者被害に関する相談が、増加し
ています。
高齢者は、お金、健康、孤独の３つの大きな不安を持って
いると言われています。悪質な販売業者などは、言葉巧み
にこれらの不安をあおったり、親切にして信用させ、年金
や貯蓄などの大切な財産を狙っています。
また、家庭訪販や電話勧誘販売による被害に遭いやすい
のも高齢者の特徴です。
「私はだまされない」、
「私には関係
ない」などと油断しないように細心の注意が必要です。

消費生活講座
「くらしの安全・安心
～悪質商法の手口と対策～」

今回は、トラブルに遭わないために、最近の高齢者に多
い相談事例や手口とその対処法について学びます。

小牛田地区婦人会

高齢者に多い消費者トラブル
訪問販売とは

◆事 例

販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサー

「着物を買い取る」などと電話があり、そ

ビスを販売する方法で、消費者が要請してい

のつもりで来訪を承諾したのに、当初の話

ないにもかかわらず、販売業者が家庭を訪問

になかった貴金属の買い取りを持ちかけら

し、消費者を勧誘するケースです。

れ、売るつもりがなかった貴金属まで買い
取られてしまった。

電話勧誘販売とは

●アドバイス

販売業者が消費者宅や職場に電話し、商品

訪問購入で飛び込みの勧誘は禁止されて

やサービスを販売する方法で、消費者が要請

います。要請していない業者が突然来訪し

していないにもかかわらず、販売業者が電話

たら断りましょう。契約した時は、必ず契約

により消費者を勧誘するケースです。

内容（買い取り条件や連絡先など）が記載し
てある書面を受け取りましょう。書面が交

訪問購入（押し買い）とは

付された日から８日以内は、クーリング・オ

「不要な着物や古着を買い取ります」と電

フ（無条件で契約の解除）ができます。クー

話をして、消費者の要請で訪問し、言葉巧み

リング・オフ期間（８日間）は、商品の引き

に高価な貴金属を安い価格で買い取る商法

渡しを拒否することができます。また、８日

です。

間は商品を手元に置くこともできます。
広報みさと
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最近多い相談事例
★架空請求に注意（公的機関を装ったハガキによる架空請求トラブルが多発しています。）
◆事 例
「裁判を取り下げてほしければ連絡するように。連絡がない場合は差し押さえする」という内
容の訴訟番号が書かれた「最終通知書」というハガキが届いた。

●アドバイス
公的機関と類似した名称を名乗る業者から「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」
というハガキが届き、裁判取り下げをするときの連絡先の記載もあったという相談が寄せられ
ています。ハガキは無差別に送付されているようです。身に覚えのない請求は、一切無視しまし
ょう。安易に連絡すると、新たな個人情報を提供してしまうので注意が必要です。

★ウエブサイト閲覧中のニセ警告音に注意
◆事 例
パソコンで動画を見ていたら、突然警告音が鳴りだし、止まらなくなった。
パニック状態になり、画面に出ていた「対策をする」という表示のあった
電話番号に連絡をしてしまった。電話の相手が１万円ほど払えば音を消して
くれると言うのでお願いしクレジット番号を教えた。

●アドバイス
画面上の連絡先に電話をすると、警告音や画面を消すためのウイルス対策ソフトなどをインス
トールさせられ、料金を請求されることがあります。決して画面の連絡先に電話をしてはいけま
せん。画面を消す方法は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のホームページが参考になり
ます。

★（ご注意）「お金が戻ってくるのでＡＴＭに行くように」は、詐欺です。
高齢者を狙った還付金詐欺が後を絶ちません。

◆事 例
役所から「４年分の医療費の還付金が２万円ほどある」と電話があった。
「手続きは今日中だ
が、取引銀行はどこか」と聞かれたので答えると、銀行から電話をさせると言って切れた。す
ぐに銀行から電話があり、家の近くの ATM で待ち合わせることと
なった。ATM に行くと、
「急用で行けない。これから電話で手続
きを案内する」と言われたが不審に思った。

●アドバイス
役所や金融機関の職員が還付金等の受け取りのために ATM の
操作を行うように連絡することは絶対にありません。
（国民生活センター資料参考）

出

前

講

座

地域で開催するお茶飲み会など、少人数のところでも、出前講座に伺います。
下記までご連絡ください。

町民生活課消費生活窓口
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ごみを出すときはルールを守りましょう！
ごみの排出マナーは、皆様にご理解をいただきながら、少しずつ改善に向かっております。しか
しながら集積所には、ルール違反のごみがまだ見受けられます。ルール違反のごみは不法投棄とな
り、地域住民の方々に大変迷惑が掛かります。ごみを出す際はルールを守りましょう！！

≪ごみの排出マナー向上
にご協力お願いします。≫
10 月からの１か月間を
ごみ排出マナー強化月間
分別されていないごみ、

として、ルール違反により

指定袋以外に入れて出され

収集できないごみには、こ

たごみや事業活動により排

ちらの張り紙（黄色）をさ

出されるゴミなどは収集で

せていただく事となりま

きません。

した。

生 ご み 減 量 の ３ 切 運 動
家庭から出る生ごみの約８割を占める水分をきちんと切ることで、ごみの減量ができます。
町では、生ごみの減量化対策として「生ごみの３切り運動」を推進しています。３つの「切る」
を合言葉に、生ごみ減量化の取り組みをお願いします。

買った食材は、使い切る
（食材を計画的に購入）

作ったものは、食べ切る
（人数に合った量を作る）

料理をアレンジ

出た生ごみは、水を切る
（水を切ってごみ減量）
ＣＤやペットボトルの先端口を
使った水切り方法の例

問合先

町民生活課

☎33-2114
広報みさと
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仙台国税局事務センターのご案内
仙台国税局では、事務の一層の効率化を図る目的として、平成 29 年７月から「仙台国税局事務
センター」を設置し、仙台国税局管内または宮城県内 10 署を対象として、従来から税務署で行っ
ている照会文書の発送や電話照会の一部について、集中的に行っています。
項

目

内
名

名

称 等

容 等

称 仙台国税局事務センター

所 在 地 〒980-8430 仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎Ａ棟
電話番号

022-263-5741 ／ 0570-07-0075（ナビダイヤル）※

税務署に提出すべき書類が未提出の場合の照会などについて、仙台国税局事務
事務の内容

センターから、文書または電話によりご連絡する場合があります。
問い合わせ先については照会内容によって異なりますので、照会文書に記載の
問い合わせ先へご連絡願います。

※（ナビダイヤル）全国一律料金でご利用いただけます。なお、携帯電話でご利用の場合は、通
常の電話料金になります。また、一部 IP 電話・PHS ではご利用いただけません。

～税務職員を装った不審な電話にご注意ください～
国税局や税務署では、国税の還付金受取や納付のために金融機関などの現金自動預け払い
機（ATM）の操作を求めることはありません。
国税局や税務署では、国税の納付のために金融機関の口座を指定して振込みを求めること
はありません。

認知症サポーター養成講座・認知症サポーターステップアップ講座
認知症の方やその家族を地域で支えるために、認知症の理解を深めましょう。
日

時 10 月 10 日（火）13:30～15:00 認知症サポーター養成講座
10 月 17 日（火）13:30～15:00 認知症サポーターステップアップ講座１回目
「認知症の医学的理解と心理」
10 月 24 日（火）13:30～15:00 認知症サポーターステップアップ講座２回目
「認知症の方との関わり方」
※認知症サポーターステップアップ講座は、どちらかの受講でもかまいません。

場

所 駅東地域交流センター

対 象 者 美里町に在住の方、または通勤・通学している方
17 日（火）、24 日（火）については、原則として認知症サポーター養成講座を受講さ
れた方が受講できます。
定

員 各 20 人

受 講 料 無料
申込締切 10 月６日（金）まで
申込先・問合先 地域包括支援センター ☎32-2944
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「全国瞬時警報システム（ アラート）の試験放送」と
「緊急地震速報訓練」を実施します
※実災害と間違えないようにご注意ください
（１）Ｊアラートの試験放送
この放送は、消防庁がミサイル発射などの情報を防災行政無線により確実に国民へ伝達するた
めに実施する試験放送です。
●試験放送日時

月

日（水）

午後２時

分頃

●試験放送内容 「これは、 アラートの即時音声合成の試験放送です。」
注１ 大規模災害が発生した場合などは、放送を中止する場合があります。
（２）緊急地震速報訓練
この訓練は消防庁および気象庁が、大規模地震発生の情報伝達を行い、国民の自主的な身体防護
訓練などの実施を促すものです。
防災行政無線による訓練放送が聞こえたら、各自、机やテーブルの下にもぐるなど、家具の転倒
や落下物から身を守る訓練などを行いましょう。
●訓練放送日時

月１日（水）

午前

時

分頃

●訓練放送内容 「緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。
」
注１ テレビやラジオでは放送されません。エリアメールなどの情報は発信されません。
注２ 今回の訓練は、町民一人ひとりによる自主訓練として取り組み願います。
注３ 大規模災害が発生した場合などは、訓練を中止する場合があります。

消防施設を点検する調査員が巡回します
今年度において「消防施設等整備計画」を策定するため、消火栓や防火水槽などの消防施設の
現状確認に調査員が町内全域を巡回します。調査員は、身分証明書を携帯していますので、不審
者と間違えないようお知らせします。
問合先

防災管財課 ☎33-2142

美里町住民バス時刻表の訂正とお詫びについて
先日全戸配布しました「美里町住民バス時刻表（平成 29 年９月１日改正）」の美里線役場・大
崎市民病院行３便に掲載した発着時刻に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。

誤

役場・大崎市民病院行

３便

合同庁舎前

８:43

民主病院前※

８:47

古川駅南口

８:47

役場・大崎市民病院行

３便

合同庁舎前
正

民主病院前※

８:47

古川駅南口
問合先

防災管財課 ☎33-2142
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東日本大震災関連
町内の空間放射線量率 平成

年 月 日～平成 年 月 日
単位は「マイクロシーベルト／時（μ ／ｈ）
」です。測定結果は携帯用測定器による数値のため、参考値と
なります。なお、庁舎の測定値は期間内の最小値～最大値です。
問合先 防災管財課 ☎33-2142

測定場所

測定日

地上１ｍ

地上

ｃｍ

庁舎
（週一回） 南 郷 庁 舎

不動堂小学校
北浦小学校
中埣小学校
青生小学校
南郷小学校
小牛田中学校
不動堂中学校
南郷中学校

公園（月一回）

小学校・中学校（月一回）

小牛田小学校

測定場所
幼稚園・保育所等（月一回）

0.05～0.05 0.05～0.05
火曜日 0.06～0.06 0.06～0.06
9/5
0.05
0.04
9/5
0.06
0.06
9/5
0.04
0.04
9/5
0.04
0.04
9/5
0.05
0.05
9/5
0.04
0.04
9/5
0.05
0.05
9/5
0.04
0.04
9/5
0.06
0.07

美里町役場本庁舎 火曜日

こごた幼稚園
ふどうどう幼稚園
げんきドーム
小牛田保育所
小牛田保育所分園
青生児童館
南郷児童館
牛飼児童館
小牛田駅前公園
山前史跡公園
牛飼水辺公園
ふるさと佐野南公園

測定日

地上１ｍ

9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5
9/5

0.04
0.05
0.05
0.05
0.04
0.06
0.05
0.06
0.04
0.05
0.06
0.06

地上

ｃｍ

0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.04
0.06
0.05
0.07

〔測定器：環境放射線モニタＰＡ－
Ｒａｄｉ、 －
〕
詳しくは町ホームページをご覧ください。 http://www.town.misato.miyagi.jp

モニタリングポスト・モニタリングステーションの空間放射線量率（平成

年 月

日～平成

年 月

日）

測定期間内の最小値と最大値です。単位は「マイクロシーベルト／時（μ ／ｈ）
」に換算しています。
なお、掲載している測定値は原子力規制委員会のホームページ及び県環境放射線監視システムの速報データか
ら町が独自に集計したものです。
問合先 防災管財課 ☎
国設置モニタリングポスト（役場本庁舎）
県設置モニタリングステーション（小島運動場）
最小値
最大値
最小値
最大値
0.035
0.057
0.057
0.092
詳しい測定結果は、原子力規制委員会ホームページ
（http://radioactivity.nsr.go.jp/map/ja/）をご覧ください。
※期間内に一部欠測あり

詳しい測定結果は、県環境放射線監視センターホームページ
（http://www.miyagi- ermc.jp/）をご覧ください。

（参考）国が示す年間追加被ばく線量の基準：年間 ミリシーベルト（

学校等給食放射能測定分析結果
◆給食全献立（調理後）・給食用食材（調理前）
給食全献立：平成
給食用食材：平成

年 月 日～平成
年 月 日～平成

年 月
年 月

マイクロシーベルト／時）

持込食品の放射能測定分析結果
日
日

平成 年 月から、こごた幼稚園・ふどうどう幼稚
園の給食全献立の放射能測定分析を開始しました。
【測定結果】
これまでのところ、給食用食材から放射性セシウムは
検出されていません。（測定機器の検出下限値未満）
■詳しい測定結果は町ホームページをご覧ください。

町では、平成 年 月から持込食品等（営利目的を除
く）の放射能簡易測定を実施しています。平成 年 月
日までに持ち込まれ測定した食品は
件
品目で
した。測定の結果、放射性セシウムの新基準値を超えた食
品は 件 品目です。
■平成 29 年 8 月 16 日～平成 29 年 9 月 15 日

【測定結果】
この期間に持ち込まれ測定した食品から、新基準値を
超える放射性セシウムは検出されていません。
（測定機器の検出下限値

問合先 防 災 管 財 課 ☎33-2142
教 育 総 務 課 ☎58-0500
子ども家庭課 ☎33-1411

農林業系廃棄物集積場所周辺の空間放射線量率
【測定器：エネルギー補償型γ線用シンチレーションサーベイメータ―】
測定場所

測定日

地上１ｍ

地上 ｃｍ

南郷第４地区農業集落排水処理施設内外

9/5

0.045

0.050

単位は「マイクロシーベルト／時（μ ／ｈ）
」です。
数値は集積場所周辺６か所の測定値の平均値です。
問合先 産業振興課 ☎58-2374
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ベクレル ㎏未満）

■新基準値を超えた過去の持込食品等の詳しい測定結果

は、町ホームページをご覧ください。

■食品に含まれる放射性セシウムの基準値（平成

食 品 群
飲
料
水
牛
乳
乳児用食品
一 般 食 品

年 月～）

基 準 値
10
ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏
50

ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏

100

ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏

※測定を希望される方は電話でお申し込みください。
要予約
問合先 防災管財課 ☎33-2142

広報みさと

第11回全国和牛能力共進会

550回目の歌会

『第11回全国和牛能力共進会～和牛の祭典
2017inみやぎ～』が、９月７日から９月11日の
５日間、夢メッセみやぎを会場に開催されまし
た。
各県から選抜された和牛が第１区から第９区
に分かれ、その優秀さを競い合う中、宮城県勢
は第２区（若雌の1）で悲願の第１席を獲得す
るなど、大躍進が見られました。
５年に一度のこの大会は、鹿児島県が次回の
開催地に決定しています。

８月19日、美里町中央コミュニティセンター
第３研修室において、小牛田短歌会（福島明会
長）が開催されました。小牛田歌会は、44年余
りの年月をかけ550回まで回数を重ねました。
福島会長は、「550回開催できたのは、11人の
会員の皆さんや先輩方のおかげです。短歌は、
31文字ですべてを表現する素晴らしさがある。
今後もできるだけ長く続けていきたい」と話し
ました。

楽しく防災を学ぼう

秋の味覚「北浦梨」美里から全国へ
９月１日、小牛田郵便局において「北浦梨ゆ
うパック第一便出発式」が行われました。生産
者と関係者が見守る中、秋の味覚「北浦梨」を
積んだ第一便が全国へ向け出発しました。みど
りの農協北浦梨頒布会の菅野代表世話人が「今
年の北浦梨は、７月までの順調な天候だったた
め、とてもいい梨ができた」と話していまし
た。

８月20日、青生地区コミュニティセンター駐
車場において、日頃からのご近所同士の協力態
勢を築こうと「青生地区合同防災訓練」が開催
されました。青生地区４行政区（堀切、梅ノ木、
松ヶ崎、的場柳原）が、運動会形式で防災借り
物競争、救急・救護訓練、土のう積み、水消火
器リレー、バケツリレーなどを行い、約400人
が参加しました。

水消火器リレー

バケツリレー

広報みさと
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気象観測システムを設置しました
町内の気象を観測するため、町内６か所に気
象観測装置を設置しました。
町ホームページ内の防災情報欄から外部リン
クへアクセスすることで、町内の降水量、気温、
風速などの気象データを確認することができま
す。
観測装置設置場所
①中埣小学校
②小牛田小学校
③美里町役場本庁舎
④不動堂小学校
⑤南郷小学校
⑥南郷第４地区下水処理場
（下二郷地区）
問合先 防災管財課 ☎33-2142

手作りの遊びで子どもと楽しむ
９月３日、トレーニングセンターにおいて
「第12回美里町こどもふれあいまつり」が開催
され、町内外からたくさんの子どもたちと親子
連れでにぎわいました。会場では、学区こども
会、青少年育成関係団体、ボランティアの皆さ
んが折り紙やお絵かき、紙飛行機や竹とんぼづ
くりなど12種類の遊びのコーナーを設け、来場
した子どもたちとふれあいながら一緒に楽しい
時間を過ごしていました。
17

広報みさと

2017.10

山神社遷座百年記念大祭
９月２、３日の両日、山神社境内において
「山神社遷座百年記念大祭」が開催されまし
た。本祭の３日には、100年前の行列が再現さ
れ、地元の幼稚園児による稚児行列、氏子ら約
60人が遷座前の場所から神社まで500ｍを練り
歩きました。沿道には多くの見物客が一目みよ
うと集まっていました。

ご長寿を祝って敬老式
９月16日、町内７会場において「美里町敬老
式」を開催しました。今年の式典招待者は、昭
和18年４月１日以前に生まれた75歳以上の方
4,403人（男性1,645人、女性2,758人、平成29
年９月１日現在）。このうち、100歳以上の方
は、６人いらっしゃいます。式典に引き続き、
各会場では「敬老を祝う会」が催され、招待さ
れた皆さんはステージ上の歌や踊りなどを楽し
んでいました。これからもお元気でお過ごしく
ださい。

文化・スポーツ

美里町文化協会 町民文化祭
文化協会に所属するサークルが、日頃の活動の成果を発表します。
ご近所、ご家族お誘い合わせの上、ぜひお越しください。

【

展

示

部

門

】入場無料

小牛田展、南郷展
日 時 10月28日（土）10:00～16:00、29日（日）10:00～15:00
※小牛田展の茶席は両日とも10:00～15:00
場 所 小牛田展 中央コミュニティセンター ／ 南 郷 展 農村環境改善センター

～ 展 示 作 品 募 集 ～
絵画、書、写真、彫刻などの作品を募集します。ご希望の方は、10月15日（日）まで出展料を添
えてお申し込みください。
出展料 １点500円（１人３点以内）
問合先 小牛田展 清野 守 ☎090-2954-5652 ／ 南 郷 展 安部喜久子

【

芸

能

日 時 11月12日（日）10:00開演予定

部

門

場 所

☎58-1985

】入場無料
美里町文化会館

～ 一 般 出 演 者 募 集 ～
出演者を３組程度募集します。ご希望の方は、10月15日（日）まで出演料を添えてお申し込みく
ださい。
出演料 １舞台毎2,000円
問合先 清野 守 ☎090-2954-5652

美里町結婚相談室開設のお知らせ
結婚を希望される方、またご家族の結婚のことなどでお悩みの方を対象に、美里町結婚相談員が
相談を受け付けます。事前の予約は不要ですので、お気軽にお越しください。
日

会

時

場

小牛田地域

南郷地域

第１回

10 月 15 日（日）９:30～12:00

中央コミュニティセン

農 村 環 境改善センタ ー

第２回

12 月 10 日（日）９:30～12:00

ター３階 第２研修室

２階 視聴覚室

問合先 美里町後継者対策推進協議会（事務局：まちづくり推進課内）☎33-2180
☎33-2180

イベントのお知らせ
■第11回美里町長杯行政区対抗
グラウンドゴルフ大会
各行政区の代表が、熱戦を展
開します。会場周辺は混雑いた
しますので、乗り合わせでおい

南郷体育館 ☎58-0913
参 加 者 募 集
■町長杯秋季町内テニス大会
(硬式)大会
町長杯秋季テニス大会を開催

女子ダブルス
参加費

１人1,000円
（昼食代を含む。）

申込

10月１日（日）から10月
12日（木）まで

※参加費は、当日会場受付で納

でください。

いたします。

入してください。

日時

10月９日（月）８:30～

日時

申込先・問合先

場所

南郷球場・南郷運動場

※雨天時は10月22日（日）

特設コース

場所

牛飼テニスコート

御宿

幹雄

種目

男子ダブルス

波田

隆男

問合先

まちづくり推進課

10月15日（日）９:00～

ジョイフルテニスこごた

広報みさと
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文化・スポーツ

―社会の本―

図書館は

みんなの本棚

「海賊がつくった日本史」

～小牛田図書館新着資料～
―小説・エッセイから―
「Ｒ帝国」＊
「移植医たち」＊

谷村

「さらさら流る」＊

柚木

山田

順子

「盤上の向日葵」＊

高谷

好一

山村

武彦

柚月

裕子

「無敵の二人」

中村

「ランニング・ワイルド」

航

堂場

瞬一
周平
稜平

志穂

「ゴースト」

中島

京子

麻子

―趣味・芸術の本―
「幻の黒船カレーを追え」

「君が夏を走らせる」
水野

奈都

「大人のための国語ゼミ」

「ほしのこ」

山下

澄人

「藤井聡太

奥田

けい

野矢

茂樹

佐伯

泰英

「悩むなら、旅に出よ。」

伊集院

「弥栄の烏」

阿部

静
智里

日出男

瀬尾

まいこ

「見抜く力」

姜

尚中

「本が好き」

安野

光雅

「ニッポンの地方野菜」

内田

悟

＊印は小牛田図書館・南郷図書館の両館

～名人をこす少年～」
津江

上・下」

「船参宮」

仁輔

「月たった２万円のふたりごはん」

宮下

章二

で所蔵しています

～小牛田図書館・南郷図書館のご案内～
開館時間
休 館 日

10:00～18:00
月曜日、第１木曜日、祝日(小牛田図書館は祝日が土・日曜日の場合
は開館)、年末年始
※10月２日、５日、９日、10日、16日、23日、30日
11月２日、３日、６日、13日、20日、23日、27日

水
森
山
吉
米
扇
佐

木
木
山
部
澤
原
村

崎
田
倉
子
藤

しげ子
智惠子
加吉子
まなみ
あき子
春 子
一 枝

直 造
マサ子
よ し
ノリ子
照 子
はつ子
京

文 芸

《小牛田歌会詠草》八月歌会
よ
善きことの前ぶれならむむらさきのしじみ蝶舞ふクローバーの上
友よりの学ぶ言葉の限りなく今日は人物「ジャコメッティ」
はちじゅうろく
オランダにて八十六歳を迎へたり異国の人にも祝福受けて
空蝉が草の葉かげに残りいる何処に残るやわれの抜け殻
さ庭べに打ち水すれば涼風にくちなしの花の香流れり
なび
一斉に草むら風に靡きたり意を共にせし仲間の如く
なにゆえ
何故の刺傷事件か隣り家にブルーシートの暫し揺れいる

鈴
鈴
力
阿
成
菅
木

間

《せせらぎ短歌会詠草》八月歌会
朝もやも水引草も目に隠し鋏にぎりてさ庭をめぐる
戦中も戦后も共に生きし友少し腰萎えしかし冗舌
ようやくに台風過ぎて鳴瀬川中州をかくし静かに流る
別れ際バイバイよりもまた明日寝たきり五年の嫗の言葉
図書館の戦記めくりて目にとどむ父の戦地のスラバヤの文字
丸漬の茄子をがぶりと食みたれば夏本番のむらさき冴ゆる
ちちははの義父母祖父母の遺影乗せ魂送りゆくむつの青空へ

晃

尾 形
我 妻
松 田
佐々木
福 島

捷

治
弘

《小牛田川柳同好会作品》
たかが風邪と言えどふらつく八十路坂
四季の彩輝く日本美しい
エリートも不倫疑惑で後ろ指
墓参り子供相撲がお出迎え
リビングで邪魔にされてた扇風機

沖
田

《川柳一般投稿》
くずの蔦地代払わずあるじ顔

子
昭
男
子
明

夫

2017.10

星周

楡

「つぼみ」
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古川

久坂部

「ソロ」

ヴィエト・タン・ウェン
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「神の涙」

「国士」

下村

「非常出口の音楽」

秀全

文則

「緑の窓口～樹木トラブル解決します～」

「シンパサイザー

「院長選挙」

祝田

「世界単位日本～列島の文明生態史～」
「南三陸町屋上の円陣」

中村

～南郷図書館新着資料～

「最もシンプルな世界史のつかみ方」

文化・スポーツ

美里町文化会館から

☎33-2730

http://www.misato-hall.jp

※お知らせ
日 停電を伴う点検作業のため、臨時休館いたしますのでご了承ください。
※美里町文化会館からのお願い
役場前・役場周辺駐車場は、各公共施設の共同駐車場となっておりま
す。そのため、文化会館での催事の際は駐車場が大変不足しており、ご
迷惑をお掛けしております。車で文化会館にお越しの際は、できるだけ
乗り合わせてご来場いただくようご協力をお願いいたします。また、案
内看板などがある場合は、案内に従い、指定された駐車場以外や区画外
に駐車しないようお願いいたします。

チケット好評発売中！

※昼の部完売間近！！

梅沢富美男＆研ナオコ 「アッ！とおどろく夢芝居」
月

日（土）

昼の部 開演

：

全席指定
開場 ：

円
夜の部 開演

美里町文化会館 イベント情報
開催日

：

開場

開演

文化施設

お問い合わせ

月

町内 中学校 芸術鑑賞会
関係者のみ

美里町教育委員会
☎

水

平成 年度 遠田郡小中学校音楽祭
入場無料

美里町教育委員会
涌谷町教育委員会
涌谷第一小
☎

水

小牛田農林高等学校 芸術鑑賞
関係者のみ

小牛田農林高等学校
☎

土

第 回宮城県高等学校文化連盟
大崎支部 総合文化祭
入場無料

宮城県高等学校文化連盟
大崎支部
古川学園高校
☎

日

不動堂中学校 校内合唱コンクール
入場無料

不動堂中学校
☎

水

小牛田中学校 校内合唱コンクール
入場無料

小牛田中学校
☎

土

不動堂小学校 学芸会
入場無料

不動堂小学校
☎

火

涌谷高等学校 芸術鑑賞
関係者のみ

涌谷高等学校
☎

火

健康ボイストレーニング教室
月教室
参加無料 ※基本活動日：毎月第 火曜日

美里町文化会館
☎

広

登記

土地・建物

●中央コミュニティセンター
☎33－2180
●本小牛田コミュニティセンター
☎33－2739
●駅東地域交流センター
☎31－1321
●北浦コミュニティセンター
☎34－2224
●中埣コミュニティセンター
☎34－1321
●青生コミュニティセンター
☎32－5801
●農村環境改善センター
☎58－0123

：

※最新情報はホームページをご覧ください!!

催し名

コミュニティセンター

●文化会館

☎33－2730
●近代文学館（図書館）
☎33－3030
●南郷図書館
☎58－1212

体育施設
●トレーニングセンター
☎34－2865
●南郷体育館
☎58－0913
●スイミングセンター
☎58－2220
※素山野球場、牛飼テニスコー
トについての連絡はトレーニ
ングセンターへ
※中埣運動場についての連絡は
中央コミュニティセンターへ
※南郷運動場、南郷球場、南郷
テニスコート、野外活動施設に
ついての連絡は南郷体育館へ

告

生田流 お琴・三味線教室 生徒募集

故人名義ではないですか？

教室備付けの楽器で初歩

相続登記を、お早めに！

ます。幼児から高齢者ま

成年後見

「将来の認知症に備える」
「認知症の方の財産管理」

美里町北浦字浦田中４０番地１

司法書士 新沼則男事務所
ＴＥＬ：34−1238 ＦＡＸ：34−1239
（簡裁代理認定）

からていねいにご指導し
で気軽に楽しめます。無
料体験あり！

＜問合先＞ 髙橋 洋江（光華） ☎
涌谷教室 桑木荒 ・松山教室 大崎市松山千石
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インフルエンザによる重篤な合併症などを予防し、健康被害を最小限にとどめることを目的に、イ
ンフルエンザ予防接種を受けた方に対して、接種料金の助成を行います。
【助成内容】 接種日に美里町に住所を有する方で、助成対象のいずれかに該当する方
助成対象者

助成回数

助成額

２回

①１歳～13 歳未満の方

接種期間

（１回当たり）

1,600 円

②65 歳以上の方

平成 29 年 10 月１日～

※接種時において 60 歳以上 65 歳未満の方で、
心臓、じん臓または呼吸器の機能に１級相当
の障害のある方も含みます。

1回

2,000 円

平成 29 年 12 月 31 日まで

◆助成対象年齢で生活保護世帯および町民税非課税世帯（平成 29 年度）の方は、町で全額助成します。
指定医療機関で接種をされる方は、生活保護受給者証または代理受領受給資格証明書を医療機関で
提示してください。提示がないと、医療機関では、支払いを求められます。
※町民税非課税世帯の方には、対象者確認のための代理受領受給資格証明書を発行しますので、接種
前に健康福祉課で交付を受けてください（印鑑必要）。
発行窓口：健康福祉課 平日８:30～17:00（土・日曜日、祝日は休館です。）

【指定医療機関】 ※接種開始日は医療機関によって異なります。
予約が必要ですので、必ず事前に電話などで確認ください。
１．一般町民、かかりつけ以外の方も受付する医療機関
医療機関名

電話番号

医療機関名

電話番号

医療機関名

電話番号

町立南郷病院

58-1234

横山医院

34-2230

袖井クリニック

31-1188

熱海医院

33-2020

髙城利江整形外科

31-1230

佐々木整形外科

32-2011

野崎内科胃腸科

32-2770

涌谷町国保病院

43-5111

宮野内科医院

43-5031

米谷医院

44-1133

東泉堂病院

42-3333

岡本病院

42-2876

古川民主病院

23-5521

古川星陵病院

23-8181

三浦病院

22-6656

わたなべ産婦人科
内科・小児科

55-3535

２．入院している方、かかりつけの方のみ受付する医療機関
医療機関名

電話番号

野崎病院
※入院している方のみ

医療機関名

電話番号

永仁会病院

※指定医療機関で接種される方は、助成額を差し引いて接種料金を支払います。
※１～13 歳未満の方の接種を行っていない医療機関もありますので、事前に確認してください。

◆指定医療機関以外で接種をされる方
上記対象者で、指定医療機関以外で接種をされる方にも助成します。医療機関に持っていく依頼書、
予診票等書類を渡しますので、印鑑持参の上、接種前に健康福祉課へおいでください。
問合先 健康福祉課健康推進係（さ る び あ 館） ☎32-2945 ＦＡＸ32-2942
分
室（活き生きセンター） ☎58-0636 ＦＡＸ58-0910
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美里町地域福祉計画を策定しました
美里町では「一人ひとりが手をとりあって、ともにいきいきと暮らせるまち みさと」を基本理
念とする、第１期美里町地域福祉計画を策定しました。その概要についてお知らせします。

★「地域福祉」ってなんだろう？
みなさんの身近な地域には、様々な方が一緒に暮らしています。
近年では、少子高齢化や核家族化の急速な進行、また、人々の暮らし方や働き方などが多様化す
るなかで、隣近所など地域の結びつきが弱くなっており、昔あった住民同士の支え合いなどの「地
域力」が低くなっています。さらに、ひきこもりや子育てに悩む保護者の孤立、高齢者の孤独死、
子どもや高齢者に対する虐待などの犯罪、言葉や文化の違いに戸惑っている人、生活に困っている
人など、地域では様々な困りごとが生じています。
なかには地域のちょっとした支え合いで解決できることもあるかもしれません。
「地域福祉」はこうした現状を踏まえ、地域の住民一人ひとりが主役となって、だれもが住み慣
れた地域で安心して暮らせるために、地域で困っている人を助け合い、お互いに支え合う取り組み
です。

★地域福祉計画とは？
・地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づき市町村が策定する計画であり、地域福祉
を推進していくために、
「顔のみえる関係づくり」、
「ともに生きる社会づくり」をめざすための
「理念」と「しくみ」をつくる計画です。
・美里町社会福祉協議会が定める地域福祉活動計画と連携して地域福祉を推進します。
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★第１期美里町地域福祉計画概要
○計画期間
平成 29 年度から平成 33 年度まで（５年間）

○地域福祉に係る課題等
（１）支え合い・助け合い活動の実践
（２）困りごとや支援を必要としている人の把握
（３）支援や福祉サービスにつなぐしくみ・体制づくり
（４）情報提供・相談体制の強化
（５）地域ぐるみによる人権・権利擁護に向けた取り組みの推進
（６）安全・安心な暮らしへの支援

○基本理念（めざす地域福祉の姿）

「一人ひとりが手をとりあって、ともにいきいきと暮らせるまち

みさと」

○計画の視点
（１）地域における支え合いの醸成（支え合い・助け合い）
（２）住民をはじめとする多様な主体の参加（参加・参画）
（３）一人ひとりを尊重し合う地域づくり（共生）
（４）地域の生活課題への横断的な対応（包括・連携）

★地域福祉施策の展開
自助・互助・共助・公助のしくみを一層強化し、住民・地域・町がお互いに支え合いながら、よ
りよい方策を見出し、相互に働きかけ合う取り組みを進めます。

○基本目標
この計画の基本理念を実現するために、次の４つの基本目標を掲げます。

●基本目標１
●基本目標２
●基本目標３
●基本目標４

住民一人ひとりが築く、助け合いの地域づくり
住民、関係団体、町による協働の地域づくり
保健福祉サービスの充実とだれもが活躍する地域づくり
だれもが安全・安心に暮らせる地域づくり

地域福祉は、町だけではなく、地域に関わるすべての人々が主体となって協働し、推進していく
ことが大切です。社会情勢の変化などを踏まえつつ、住民、町、町社会福祉協議会、地域活動団体、
民生委員・児童委員、ボランティア、サービス提供事業者などが力を合わせ、補完し合いながら、
それぞれの役割のなかでできることを実行していくことが必要です。
みんなで「一人ひとりが手をとりあって、 ともにいきいきと暮らせるまち」づくりを目指しま
しょう。
問合先 健康福祉課 ☎32-2946
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相
項

談
目

月

健
日

診

受付時間･会場

虫歯のなかった子
対

（３歳児健診

象

９月実施）

29年６月生
股 関 節 10／17 14:45 ～ 14:55
検
査 （火） 佐々木整形外科 （バスタオル持参）
４ か 月 児 10／４ 13:00 ～ 13:15
29年５月生
健
診 （水） 活き生きセンター （バスタオル持参）
６ か 月 児 10／17
相
談 （火）

9:00 ～ 9:20
さるびあ館

29年４月生
りょうが

１ 歳 ３ か 10／25 13:00 ～ 13:15
28年７月生
月 児 健 診 （水） 活き生きセンター （バスタオル持参）

垣﨑

亮駕くん

（牛飼３区）

あや

齋藤

彩ちゃん

そうすけ

松川

（町１区）

蒼祐くん

（新 田）

１ 歳 ６ か 10／18 12:45 ～ 13:15
28年３月生
月 児 健 診 （水）
さるびあ館
（歯ブラシ持参）
２ 歳 児 10／19
健
診 （木）

9:00 ～ 9:20
27年３月生
さるびあ館
（歯ブラシ持参）

３ 歳 児 10／12 13:00 ～ 13:15
26年３月生
健
診 （木）
さるびあ館
（歯ブラシ持参）

☆１歳３か月児健診：図書館から子どもたちへ絵本
のプレゼントがあります。
☆股関節検査：母子健康手帳、保険証、子ども医療
費助成受給者証、バスタオルをお持
ちください。
☆２歳児健診：保護者の方の歯科健診も可能です。
この機会に歯の健康チェックはいか
がですか。
☆３歳児健診：聴覚検査、尿検査を行います。

な

お

（平針１区）

な

桜井

母子健康手帳交付
場所 さるびあ館、活き生きセンター
受付時間 ８:30～17:00 土・日曜日、祝日は除く
※面接票に記入後、交付となりますので、20分程度
かかります。
お持ちいただくもの ①妊娠届、②マイナンバーが
わかるもの（個人番号カードまたは通知カードな
どの個人番号が記載された証明書）、③顔写真付
きの証明書（運転免許証など）
※来所する際は、
事前に健康福祉課にご連絡ください。

こころの健康相談（精神保健相談）
「イライラして気分が落ち着かない」
「夜、眠れな
い」「物忘れが心配だ」など、心に関する悩み事や
心配事の相談に応じます。お気軽にご相談ください。
相談の内容や相談者のプライバシーは守られます。
日時・場所
10月３日
（火）９:30～12:00 さるびあ館
11月14日
（火）９:30～12:00 活き生きセンター
内 容 相談医との個別相談
問合先 健康福祉課 ☎32-2941
※予約制となりますので、１週間前までにご連絡を
お願いします。

と

今野直央斗くん

ゆう ま

後藤

れん ま

鈴木

馬くん
（木間塚２）

（練 牛）

な

み ひろ

菜梛ちゃん 大黒

（上二郷１）

侑真くん

未紘ちゃん

（上二郷１）

療育支援教室のお知らせ
ことばがゆっくりだったり、落ち着きがなかった
り、遊びが偏っていたりなどのお悩みのある親子の
皆さんと一緒に、いろいろな遊びを通して、一人ひ
とりの伸びて行く芽を見つけだし、成長を支援する
教室を行っています。
日時 10月16日（月）、30日（月）９:45～11:15
場所 さるびあ館
対象 ことば、動き、遊びなどが気になっている、
幼稚園に入る前までの親子
定員 親子10組
費用 保険料、おやつ代
申込 利用登録が必要ですので、詳しくは、お問い
合わせください。
問合先 健康福祉課 ☎32-2941
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情報掲示板
近代文学館からのお知らせ
■十五夜お月見おはなし会
今年の十五夜は、10月４日で
す。月見の飾りの中で、子ども
も大人も楽しめる「おはなし会」
をします。ぜひ、
おいでください。
日時 10月４日（水）
16:30～17:30
場所 南郷庁舎 町民ホール
内容 「月」をテーマにしたお
はなし会と月見
対象 幼稚園から一般（親子で
の参加可能）
問合先 南郷図書館 ☎58-1212
■図書館まつり
読書の秋に恒例の「図書館ま
つり」を開催します。リサイク
ルブックフェアや親子で楽しめ
るおはなし会、工作教室、プラ
ネタリウムなど大人から子ども
まで楽しめます。詳しくは館内
のチラシをご覧ください。
日時 10月21日（土）
10:00～16:00
場所 近代文学館
費用 無料
問合先 近代文学館 ☎33-3030
■冊数制限解除のお知らせ
読書週間に伴い小牛田・南郷
図書館では、下記の期間は本、
雑誌、紙芝居は何冊でも借りら
れます。
期間 10月21日（土）～11月12
日（日）
問合先 近代文学館 ☎33-3030
南郷図書館 ☎58-1212
講
座
■職業訓練講座
≪管理・監督者研修
「人の扱い方」５日間≫

監督者・リーダーとして、職
場の人間関係を円滑にし、問題
を予防・解決する技能を学ぶ講
座です。
日時 11月13日（月）～17日（金）
13:30～15:30
場所 大崎地域職業訓練センター
対象 在職中の雇用保険被保険者
定員 10人
料金 11,000円
（テキスト代込）
申込 申込書をお持ちいただく
か、FAXまたは郵送でお申し
込みください。
申込期限 11月６日（月）
申込先・問合先
大崎地域職業訓練センター
〒989-6156大崎市古川西館39-10 ☎22-1509／FAX21-9550
人権擁護委員の委嘱

第３位 瀬峰クラブ（栗原市）
敢闘賞 志波姫クラブ
（栗原市）
■第12回美里町町民野球大会
（８月６日、南郷球場ほか、敬
称略）
優 勝 大柳
準優勝 上二郷スーパースターズ
最優秀選手賞 早坂 朋稀
（大柳）
優秀選手賞 高橋 優大（大柳）
敢闘賞 大久保 大地
（上二郷スーパースターズ）
■第24回美里町囲碁大会（８月
20日、駅東地域交流センター、
参加者58人、敬称略）
Ａ組（五段以上）
１位 名雪 國男 六段
（美里町）
２位 氏家 勝康 六段
（美里町）
３位 井上 裕貴 十一段（美里町）
Ｂ組（二段～四段）
１位 江越 敏明 四段
（大崎市）
２位 高橋 日出男 二段（美里町）
３位 宮本 英昭 三段
（美里町）
Ｃ組（級位～初段）
１位 二戸 忠太郎 10級（美里町）
（大崎市）
10月１日付で法務大臣より、 ２位 前田 榮 初段
３位 飯坂 幸勝 １級
（美里町）
佐々木勝基氏が人権擁護委員に
ありがとうございます
委嘱されました。任期は平成29
▽ふるさと応援寄附金をいただ
年10月１日から平成32年９月30
きました。教育に関する事業に
日までです。
活用します。
問合先 健康福祉課 ☎32-2941
齋藤 馨 様
（東京都練馬区）
大 会 の 結 果
100,000円
■第23回美里町サルビア杯争奪
▽ふるさと応援寄附金をいただ
ゲートボール大会（８月５日、
きました。福祉に関する事業に
小牛田中学校特設会場、参加45
活用します。
チーム）
鈴木 寛 様
（埼玉県さいたま市）
優 勝 ペガサス（仙台市）
100,000円
準優勝 若柳迫桜会（栗原市）
広

告

営 業 品 目

測量設計･災害査定設計･各種構造計算一式

株式
会社

加美測量設計事務所
代表取締役 佐々木 清 則
加美郡加美町字矢越１９１
・
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■大崎市視覚障害者情報交流会
見えない・見えにくい方のた
めの交流会を開催します。「視
覚障害者の防災」について同じ
地域の仲間と話し合いましょう。
日時 10月22日（日）
13:00～16:00
場所 大崎市役所本庁舎 北会
議室２階
内容 「気象・地震災害時の行動
や事前の対策について」
、
視覚
障害者向けの福祉用具などの
紹介および操作体験、懇親会
など
問合先 宮城県視覚障害者情報
センター ☎022-234-4047
■第14回大崎福祉夢まつり
日時 10月28日（土）
９:30～15:30
場所 大崎市あさひ中央公園
※雨天決行
内容 県内福祉施設・法人会会員
企業・一般から合わせて50団体
出店、使用済み切手・未使用タ
オル収集、古川学園高校吹奏楽
部演奏、よさこいなど
イベント その１ だれでもた
たける！打楽器ワークショッ
プ、その２ ウルトラクイズ、
その３ お楽しみ大抽選会
問合先 （公社）大崎法人会
☎23-5859
■不動堂中学校創立70周年記念
事業「タイムカプセル開蓋式」
日時 10月28日（土）14:00～
場所 不動堂中学校体育館
その他 タイムカプセルには、
平成９、10、11年度に卒業さ
れた方々の未来の自分に宛て

た手紙などが入っています。
問合先 不動堂中学校 ☎32-2068
■ばら時間
～色とことばで遊ぶ展～
ひらめくままに描くイラスト
画の塗り絵と、今、その時に心
に訪れたことばを、五行歌に書
きとどめる体験をしてみません
か。塗り絵の色彩のイメージが
言葉になるまでの「自分だけの
時間」を感じることができます。
日時 10月31日（火）
10:00～16:00
（12:00～13:00閉所）
場所 美里町総合案内所展示ス
ペース（ＪＲ小牛田駅構内）
出展者 大いなる翼プロジェクト
問合先 美里町総合案内所
☎31-1801
■交通事故無料弁護士相談
交通事故に伴う損害賠償問題
などの相談に弁護士が応じます
ので、お気軽にご利用ください。
相談には、
事前の予約が必要です。
日時 11月15日（水）
14:00～16:00
場所 県大崎合同庁舎２階県民
サービスセンター
申込 事前に電話でお申し込み
ください。
問合先 北部地方振興事務所県
民サービスセンター
☎91-0701（内線216）
■建設業の活力・働く者の安心
「建設業退職金共済制度」
「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。
広

各宗葬儀一式・葬祭会館・花輪・生花
仏壇・仏具・神具
365日 24時間いつでも対応いたします。

㈲鹿島台葬祭
㈲テンゼン
会員募集中・事前相談受け賜ります。

加入できる事業主
建設業を営む方
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て加入で
きます。）
掛金 １日310円
（掛金は全額事業主負担）
問合先 建退共宮城県支部
☎022-263-2973
■宮城県最低賃金の改正について
宮城県内の事業場で働くすべ
ての労働者（臨時、パート、ア
ルバイトなどを含む。）に適用
される宮城県最低賃金は、下記
のとおり改正されます。
時間額
効力発生日
772 円 平成 29 年 10 月１日
問合先 宮城労働局賃金室
☎022-299-8841
■労働問題の解決をお手伝い
宮城県労働委員会では、不当な
解雇やサービス残業、ブラックバ
イト、パワハラなどの労働問題に
ついて、労働者と会社（使用者）
との間で自主的に解決することが
困難な場合に、話し合いによる解
決をお手伝いする「個別労使紛争
のあっせん」を行っています。
労働紛争解決に精通した弁護士
などのあっせん員が労使双方の主
張や事情を聞き取り、双方が納得
できる解決を目指します。
また、ご相談の内容により、他
の適切な機関をご紹介もしていま
す。申込は無料で、電話にてお申
し込みください。
問合先 宮城県労働委員会事務局
☎022-211-3787

告

出張撮影いたします
同窓会・同級会
趣味の発表会・展覧会
家族写真・個人写真 etc
お気軽に問い合わせ下さい
美里町内は出張費無料にて承ります
小牛田駅前
美里町字藤ヶ崎町15 TEL 0229-33-3344
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募
集
■美里町児童館合同一般事業
「どんぐり遠足
～みんなで秋をみつけよう～」
日時 10月24日（火）
10:30～11:20
場所 山前史跡公園
対象 入園前のお子さんと保護者
費用 無料
持ち物 飲み物、帽子、着替え
申込 不要（直接、山前史跡公
園にお集まりください。）
※さるびあ館から現地までの送
迎バスが出ます。ご利用になり
たい方は10月18日（水）まで、
牛飼児童館にお申し込みくださ
い。（先着14組）
問合先 牛飼児童館 ☎32-2943
■平成29年度美里町民ゴルフ秋
季大会
日時 10月29日（日）
７:49スタート
場所 宮城カントリークラブ
（☎0229-43-3511）
参加資格 美里町に住所を有し
ている方または美里町内の会
社などに勤務している方。
受付時間 ７:00～７:20
競技方法 18ホール・ストロー
クプレー
（ダブルペリア方式）
参加費 2,000円（当日、受付
で納入してください。）
プレー費 10,300円（食事付き。
各自フロントで精算してくだ
さい。）
参加申込 10月20日（金）まで
に電話またはFAXでお申し込
みください。なお、申込者数
が56人になりしだい締め切り

ます。
申込先・問合先 美里町ゴルフ
協会事務局
（担当：門田春夫）
☎／FAX33-3170
■平成29年度自衛官等（特別職
国家公務員）募集
募集種目 陸海空自衛官候補生
資格 採用予定月の１日現在18
歳以上27歳未満の者
受付期間 10月27日（金）まで
試験日 11月３日（金）
場所 多賀城または仙台
（予定）
※募集種目などについては、地
域事務所にお問い合わせくださ
い。
問合先 自衛隊宮城地方協力本
部 大崎地域事務所
☎23-1178
■小学生３年生～高校生のため
の冬休み海外研修交流事業参加
者募集
内容 ホームステイ、クリスマ
ス体験、英語研修、文化交流、
地域見学、野外活動など
研修国 オーストラリア、カナ
ダ、サイパン、フィリピン、
カンボジア
日程 12月24日（日）～１月４
日（木）の内６～10日間
対象 小３～高３の方まで
定員 各コース15人
参加費 22.8～42.8万円
締切 11月１日（水）
問合先 （公財）
国際青少年研修
協会
☎03-6417-9721
お 知 ら せ
■無料調停相談会（予約不要）
夫婦関係、扶養、相続などの
家庭内や親族間のもめごと、土
広

地・建物、借入債務、交通事故
などの民事上のもめごとについ
て、裁判所の調停委員が秘密厳
守、無料で、調停で解決する手
続きの相談に応じます。先着順、
直接会場へお越しください。
日時 10月７日（土）
10:00～15:30
場所 大崎市役所本庁舎 北会
議室２階
主催 古川調停協会
問合先 仙台地方裁判所古川支
部 庶務課
☎22-1601
■都市計画の変更に関する説明会
美里町流域関連公共下水道の
変更について、説明会を開催し
ます。
日時 10月13日（金）
１回目13:30、２回目18:30
場所 東庁舎２階第１会議室
問合先 下水道課 ☎33-2193
■のぎく祭り
毎年、大好評！のぎくで収穫
されミニトマト（プチぷよ）や
加工品（キムチなど）をはじめ
とする授産品コーナー、焼きそ
ば、フランクフルト、ホタテ焼
きなどの模擬店コーナーが盛り
だくさん。
また、ステージでの催し物も
予定しています。子どもから大
人の方まで楽しめるお祭りです。
皆様のご来場を心よりお待ちし
ています。
日時 10月14日（土）
10:00～13:30
場所 のぎく（旧きた幼稚園）
美里町練牛字十二号48-1
問合先 のぎく ☎58-2877

告

国民年金にゆとりをプラスしませんか？
20歳から65歳未満で、国民年金保険料を
納めている皆さんが加入できる公的な個人年金
掛金は全額社会保険料控除で税金がおトク。
基本は終身年金。だから一生涯お受け取り。

お問合わせは通話料無料
〒980-0802 仙台市青葉区二日町13-18
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相
談
■行政相談・町政相談
行政相談委員兼町政相談員が
国や町など行政機関等の業務に
関する苦情や意見、要望等の相
談に応じます。
日時 10月16日（月）
10:00～12:00
場所 南郷庁舎
問合先 南郷庁舎町民窓口室
☎58-1211
日時 10月17日（火）
10:00～12:00
場所 さるびあ館
問合先 総務課秘書室
☎33-2112
■人権相談
人権擁護委員が人権問題や関
連する諸問題の相談に応じます。
日時 10月12日（木）
10:00～15:00
場所 さるびあ館
問合先 健康福祉課 ☎32-2941
■農家相談
農地などについての相談に農
業委員が応じます。
日時 10月20日（金）
９:00～12:00
場所 南郷庁舎１階
問合先 農業委員会事務局
☎58-1214
■高齢者に関する相談
高齢者の介護、健康や病気、
お金や財産管理、心配ごとや困
りごとなどの相談に応じます。
日時 月～金曜日、
８:30～17:15
場所 さるびあ館
問合先 地域包括支援センター
☎32-2944
■子どもや家庭での悩み相談
生活相談員が子育てやＤＶな
どで悩んでいる方の相談に応じ
ます。
問合先 健康福祉課 ☎32-2941
■いじめ相談
●美里町青少年教育相談
月～金曜日、８:30～17:00
☎58-1209
●宮城県警察「いじめ110番」
24時間ＯＫ

☎022-221-7867
●文部科学省「24時間いじめ相
談ダイヤル」
☎0570-0-78310
■無料生活相談
相談員が生活相談に電話や面
接で応じます。
日時 10月10日（火）
９:30～11:30
場所 さるびあ館
日時 10月23日（月）
９:30～11:30
場所 活き生きセンター
相談電話 ☎070-6401-2681
問合先 美里町社会福祉協議会
☎32-2940
■無料法律相談
相続・損害・多重債務・家族
問題等、弁護士が相談に応じま
す（一人当たり30分程度）。完全
予約制で、電話にてお申し込み
ください。
日時 10月20日（金）
13:30～16:30
場所 活き生きセンター
問合先 美里町社会福祉協議会
☎32-2940
大崎保健所からのお知らせ
■ＨＩＶ・クラミジア抗体検査
日時 10月23日（月）
13:00～15:00
場所 大崎合同庁舎２階診察室
※事前に予約が必要です。
※骨髄バンクの登録も同時に行
っています。
問合先 大崎保健所疾病対策班
☎91-0714
■定期相談
●精神保健福祉相談
●アルコール関連問題相談
●思春期・青年期引きこもり相談
場所 大崎合同庁舎２階相談室

町内の交通事故発生状況
項目別
年 別
平成29年８月
平成28年８月
増

減

総発生
件 数

※事前に予約が必要です。日時は
電話にてお問い合わせください。
問合先 大崎保健所母子・障害
第二班
☎87-8011
国保医療費のお知らせ
平成29年５月診療の国保医療
費をお知らせします。
被保険者数
6,308人
医療費総額 196,954,947円
町の負担金 171,012,252円
個人負担額
25,942,695円
１人当たりの町の負担 27,110円
※医療費が毎年増え続けていま
す。重複受診は控えましょう。
※社会保険等に加入した場合は、
国民健康保険脱退の手続きが必
要です。
問合先 町民生活課 ☎33-2114
眼 科 診 察
日
（美里町立南郷病院）
診 察 日
10／４(水)
10／18(水)

※診察は予約制です。内科外来
で14:00～17:00に受け付けます。
診察時間 13:00～14:30
問合先 町立南郷病院☎58-1234
休日無料法律相談会
住宅ローン、金銭の貸借、相
続トラブル、離婚、労働トラブ
ル、いじめ、その他弁護士に相
談してみませんか。ご連絡お待
ちしております。
日時 10月14日（土）、22日（日）
10:00～16:00
場所 法テラス東松島
東松島市矢本字大溜1-1
（市コミュニティセンター西側）
受付時間 ９:00～17:00
（平日）
※相談は無料ですが、事前予約
の方が優先になります。
問合先 法テラス東松島
☎050-3383-0009

物損事故
件
数

人 身 事 故 件 数
件

30

(315)

24

(266)

6

61

(348)

48

(289)

(-33) -24

(-23)

-31

８月中に発生した事故、（

担 当 医
角田雅宏 先生
角田雅宏 先生

数

死

者

傷

者

(49)

0

( 1)

8

13

(59)

0

( 2)

15

(82)

-7

(-10)

0

(-1)

-7

(-15)

）は１月からの累計です。

(67)

遠田警察署

みんなで守ろう交通ルール
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休日急患診療医（診療時間

午前９時～午後５時30分）

お悔やみ （８月16日〜９月15日申出分）

10月１日(日) 髙 城 利 江 整 形 外 科 美里町 ☎31-1230
８日(日) 宮 野 内 科 医 院 涌谷町 ☎43-5031

行政区

９日(月) 袖 井 ク リ ニ ッ ク 美里町 ☎31-1188

牛飼３区
町 ２ 区
藤ケ崎町
不動堂４区
彫
堂
彫
堂
松 ケ 崎
松 ケ 崎
梅 ノ 木
赤
井

22日(日） 涌 谷 中 央 病 院 涌谷町 ☎42-2351

海

院 美里町 ☎33-2020

医

11月３日（金） 小牛田内科クリニック 美里町 ☎32-5959
５日（日） 涌 谷 町 国 保 病 院 涌谷町 ☎43-5111

水道当番店

（休日は緊急の場合のみです）

小牛田地域（土・日曜日、祝日当番）
10月1日、11月３日
石橋設備工業 美里町 ☎090-8257-1658
10月７日、８日
㈲北浦工業 美里町 ☎34-3062
10月９日、11月４日、５日
㈱ダイテック 大崎市松山 ☎29-9263
10月14日、15日
㈲オノ技建工業 美里町 ☎32-2269
10月21日、22日 みどり工業㈱ 大崎市鹿島台 ☎25-7222
10月28日、29日
㈲大友燃料店 美里町 ☎32-2007

南 郷 地 域（土・日曜日、祝日当番）
10月１日、９日、21日、22日
㈲中村住宅設備工業 大崎市鹿島台 ☎56-2397
10月７日、８日、28日、29日、11月３日
㈲ケー・イー・アイ 美里町 ☎59-1680
10月14日、15日、11月４日、５日
㈲総合設備センター 大崎市鹿島台 ☎56-2248

人口＆世帯数【平成29年９月１日現在】
人

口

男
女
世帯数
８月中の

24,761人
12,017人
12,744人
9,047世帯
出生 10人
転入 53人

（前月比
-26人）
（前月比
-３人）
（前月比
-23人）
（前月比 -７世帯）

Palette

本 間
浅 間
相 澤
小 山
原
三 浦
鈴 木
佐 藤
三ヶ山
青 砥

日時 11月19日（日）開場13:00、開演14:00
場所 美里町文化会館
チケット 全席自由、大人2,000円、高校生1,000
円、小・中学生500円
※当日券は大人のみ500円増
プレイガイド 美里町文化会館、ローソンチケッ
ト（Lコード）
、チケットぴあ（Pコード）
、e-plus
イープラス
問合先 ニュース・プロモーション☎022-266-7555
／創作和太鼓駒の会事務局 ☎090-3759-6901

今月の納期 10月31日
町県民税（第３期）
、国民健康保険税（第６期）
後期高齢者医療保険料（第４期）
介護保険料（第４期）
、国民年金保険料（９月分）
※町税などを納期限内に納付いただけなかった
方には、
「美里町納付推進センター」から電話に
よる納付の呼びかけを行っております。
問合先 美里町納付推進センター ☎59-1611
告

200円 割引券

美里町農産物直売所

◆カラー
\3,200～
◆シャンプー
\500
◆カラー＋カット
\4,700～
◆前髪カット
\800
\3,700～
◆カット
\2,500～ ◆マニキュア
◆パーマ＋カット
\5,500～ ◆マニキュア＋カット \5,200～
◆縮毛矯正＋カット \12,000～⇒ 20％ＯＦＦ

営業時間 9：00～18：00

Beauty Salon

H30. 3.31まで

3/31まで
クーポン１０％値引ご新規さんのカラーorパーマ Ｈ30.
縮毛・他割引併用不可

｡♥｡･ﾟ♡ﾟ･｡予約不要!!お気軽にご来店ください ｡･ﾟ♡ﾟ･｡♥｡
[休]月曜/第２．
４火曜 [時]9：00～18：00 駅東地域交流ｾﾝﾀｰ前

美容室パレット ☎２５－３５７７ 美里町駅東二丁目3-13
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広報みさと

2017.10

年 齢

創作和太鼓駒の会第28回定期演奏会
「路上 ～On the Road～」

死亡 27人
転出 62人
広

名

莞 子
81
洋 子
60
常 二
92
孝 志
91
照 雄
90
喜惠子
84
強
90
直 人
89
きよ子
82
清 一
99
（敬称略）
※お悔やみ欄に掲載を希望された方のみ掲
載しております。
※16日以降の申出分については、翌々月の
掲載になります。

15日(日) わ く や 整 形 外 科 涌谷町 ☎43-5553

29日（日） 熱

氏

10月8日(日) 新米プレゼント開催！
お買い上げ頂きましたお客様に、その場で抽選
新米をプレゼントします！
2kg-500袋
問い合わせ先 TEL 0229-59-1320 FAX 0229-59-1319
遠田郡美里町練牛字六号12

広報みさと

各課の直通電話番号

第２回美里フォトクラブ写真展
「鳴子・鬼首撮影会作品展」

～各課へ直接つながる直通電話をご利用ください～
【役場庁舎・小牛田地域】
総務課（代）
☎33-2111
総務課秘書室
☎33-2112
総合案内相談窓口 ☎33-2164
議会事務局
☎33-2118
企画財政課
☎33-2113
防災管財課
☎33-2142
税 務 課
☎33-2115
会 計 課
☎33-2116
町民生活課
☎33-2114
建設課（東庁舎） ☎33-2143
下水道課(東庁舎) ☎33-2193
水道事業所
☎33-2775
中央コミュニティセンター(まち
☎33-2180
づくり推進課）
トレーニングセンター
☎34-2865
さるびあ館（健康福祉課）
☎32-2941
子ども家庭課
☎33-1411
小牛田保育所
☎32-2676
小牛田子育て支援センター
☎32-1877
牛飼児童館
☎32-2943
不動堂児童館
☎32-4339
青生児童館
☎32-5758

昨年 10 月鳴子・鬼首方面へ紅葉を求め撮影に行ってき
ました。その時の作品を展示します。会員の個性ある作
品をお楽しみください。皆様のご来場をお待ちしていま
す。入場は無料です。
出 展 者 美里フォトクラブ
催事期間 10 月３日（火）～29 日（日）
９:00～17:00（12:00～13:00 閉所）
※最終日は 15:00 まで、14 日（土）13:30～
、16 日（月）
、23 日（月）
定 休 日 10 月 10 日（火）
場
所 美里町総合案内所 展示スペース
（ＪＲ小牛田駅構内）
問 合 先 美里町総合案内所 ☎31-1801

【南郷庁舎・南郷地域】
南郷庁舎（代）
☎58-1211
町民窓口室
☎58-1211
産業振興課
☎58-2374
産業活性化戦略室 ☎58-2374
農業委員会
☎58-1214
徴収対策課
☎58-2303
美里町納付推進センター
☎59-1611
教育委員会教育総務課
☎58-0500
農村環境改善センター
☎58-0123
南郷体育館
☎58-0913
活き生きセンター
（健康福祉課分室）☎58-0636
南郷児童館・南郷子育て支援
センター
☎58-0081
美里町立南郷病院 ☎58-1234

鬼首
片山地獄

【文化施設】
文化会館
☎33-2730
近代文学館
☎33-3030
南郷図書館
☎58-1212
防災行政無線
放送内容確認電話

0229-32-5915

町
章

美里町の｢み｣をモチーフに、さわや
かに風が吹く、自然いっぱいの大地を
イメージし、住民の団結、自然と住民
の調和を表現しています。先人から受
け継ぐ歴史と文化を宝に、共に飛躍し
ていく願いが込められています。

美里フォトクラブは自然から学ぶ感性を大切に活動
しており、只今会員を募集しています。一緒に活動して
いただける写真の好きな方、連絡をお待ちしています。
連絡先 志摩☎090-6780-7301／沖田☎090-1062-5755

原子力に依存しない社会を！
人間は核と共存できない
核廃絶と脱原発へ

みーも
美里町物産観光協会
イメージキャラクター
広

みさとまちこちゃん
美里町公認キャラクター

告

建物と外廻りの
リフォーム

天
神
南
三
五
番
地
一

美
里
町
北
浦
字

新
日
本
商
事
㈱

：

広報に掲載する広告については総務課までお問い合わせください
環境に配慮し再生紙
を使用しています

☎33-2111

発行：美里町
編集：総務課
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