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今年も美里の夏まつりが開催されます！
2017～

～えきフェス

■日 時 ８月６日（日）10:00～16:00
■会 場 ＪＲ小牛田駅東口ロータリー
■ステージイベント 10:15～16:00
10:15～ 文化協会ステージショー
11:20～ 未知ノ国守ダッチャーショー
12:00～ 中学校吹奏楽部による演奏
12:30～ ハイスクールダンスパフォーマンスコンテスト
※当日の進行状況により、変更する場合があります。
■会場内のイベント 10:00～15:00
車両展示（金太郎など）、レールスター試乗、ミニ
、遊具コーナー
※イベント当日は小牛田駅東口ロータリーへの車両進入が８:30～17:30 まで規制されます。駅を
ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご協力よろしくお願いいたします。
※車でご来場の際は、駅東地域交流センター駐車場またはコインパーキングをご利用ください。
※雨天時は、ステージイベントのみ、駅東地域交流センター内にて実施いたします。会場内イベ
ントの一部（ミニ
、遊具コーナー）は、中止となります。

～みさと花火 2017～
■日 時 ８月 14 日（月）17:30～21:00
※当日の進行状況により、変更する場合があります。
■会 場 牛飼水辺公園
※車でご来場の際は、ホーマック小牛田店、ビッグ
■イベントプログラム
ハウス小牛田店、さるびあ館、トレーニングセンタ
～みんなで明日の美里町を描きませんか～
17:30～ 南郷高校軽音楽部による演奏
ーの駐車場をご利用ください。
18:30～ 渡辺亮子歌謡ショー
※雨天時は、花火のみ８月 19 日（土）に延期します。
19:30～ 打ち上げ花火

くりワークショップ」参加者募集

■問合先 美里まつり実行委員会事務局（美里町物産観光協会） ☎33-3789

第７回東北復興野球交流試合
：野球の力で未来を拓く
野球の力で東北の人たちに少しでも元気になってもらえることを願い、2011 年８月に日本を
代表するアマチュアチームが東北に集結し、交流試合と野球教室を開催しました。今回で７回目
となる交流試合も、都市対抗野球で優勝したチームや関東・東北の甲子園出場経験のある高校と
被災地の高校の交流試合が行われます。（対戦カードの詳細は、夏の甲子園予選終了後に決定）
ぜひこの機会にトップチームの試合をご観戦ください。
◆開催日 ８月９日（水）～11 日（金） ９:00ごろ試合開始予定
◆会 場 鹿島台中央野球場、松山野球場、南郷球場、涌谷スタジアム、名取市民球場、河南中央公
園球場、松島運動公園球場、利府中央公園野球場、平成の森球場ほか
１会場当たり２～３試合開催
◆出場チーム数 約 30 チーム程度
◆入場料 無料
◆主 催 財団法人日本野球連盟
◆過去の参加チーム 明治安田生命、日本通運、セガサミー、
、ＪＲ東日本東北、富士重工
業、東洋大学、駒澤大学など
※各球場によって試合日時が異なりますので、
東北復興野球交流試合情報掲示板（http://6240.teacup.com/touhokuyakyu/bbs）で確認するか、
各球場へお問い合わせください。
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平成29年度 第70回 遠田郡中学校陸上競技大会結果
6/17 加美町陶芸の里陸上競技場

男子

女子

【１年 100

】②千葉禎久（不）

【２年 100

】①相澤政樹（不）12″66

【１年 100 】①佐藤梨奈（南）14″77
③阿部未以奈（不）

②小関啓太（不）③野田征夫（南） 【２年 100
【３年 100

】②渡邉武蔵（不）

【共通 200

】①渡邉武蔵（不）25″20
②齋田こはく（南）

【共通 400

】①高橋龍矢（小）59″21

【３年 100

】②七宮翠音（不）③木村里未歌（不）
】①門間梨里香（小）14″46
③高橋花奈（不）

【共通 200

】②今野莉菜（不）

【共通 800

】①木村里未歌（不）2′33″83

②久保尚大（小）
【共通 800

】①畑中秀一郎（不）2′14″56

②佐藤凜乃（不）
【１年 1500 】①伊勢果凜（小）5′34″55

②齋藤竜也（小）
【1 年 1500 】②佐藤快（小）

②中村明依（不）③小野寺紗綾（小）
【2･3 年 1500 】①中村芽依（不）5′15″92

【2･3 年 1500 】①伊勢夢生（小）4′44″37

②細川和香（小）

②鹿野左京（小）③土井浩介（南） 【共通 100

】①小野莉穂（不）19″45

【共通 3000 】①佐々木大晟（小）10′27″72
③丸山蒼希（小）

②佐々木茜（小）
【低学年 400

】

【共通 110

】②葛西京也（小）③星奎佑（不）

②不動堂Ａ（阿部、木村、伊藤、七宮）

【低学年 400

】

③小牛田（佐々木、伊勢、金子、大子田）

①小牛田Ａ（佐藤、佐藤、小野寺、高橋）52″11
②不動堂Ａ（小関、千葉、佐藤、伊藤）
【共通 400ＭＲ】②不動堂（佐藤、相澤、菅原、渡邉）

【共通 400

】

①小牛田（細川、丹野、門間、佐藤）56″82
③南郷（小高、木村、中村、芳賀）

③小牛田Ａ（大場、田村、佐藤、佐々木） 【共通走幅跳】①小高明愛（南）4ｍ30
【共通走幅跳】②佐藤良樹（不）③佐々木飛翔（小） 【共通走高跳】①木村美沙枝（南）1ｍ25
【共通走高跳】①佐藤樹（小）1ｍ55
②大場涼生（小）
【共通砲丸投】②佐藤優太（南）
【 共 通 四 種 】①鹿野右京（小）1564 点
③伊藤亜斗夢（不）
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②浅野愛菜佳（不）
【共通砲丸投】①村山明日菜（小）8ｍ25
②中村千愛（南）③宍戸日胡（小）
【 共 通 四 種 】①田口夏鈴（不）1337 点
②松田陽菜（不）

広報みさと

ごみの減量化にご協力ください
家庭や事業所から出るごみは、大崎地域広域行政事務組合の焼却施設で焼却し、最終処分場
で埋立てしています。焼却や埋立に要する経費は、組合を構成する１市４町の負担金により賄
われています。
美里町では、ごみ処理や施設の管理費などに年間２億円以上を負担しています。
負担金の算出には、ごみの排出量（重量）が大きくかかわっていますので、ごみの減量化に
ご協力をお願いします。

生ごみ減量の３切り運動を推進しています
家庭ごみのうち、生ごみが約４割を占めています。また、生ごみの約８割は水分です。水切
りをきちんとするだけで、生ごみを減らすことができます。
町では、生ごみの減量化対策として、「使い切る」
「食べきる」「水を切る」の『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、生ごみの減量化の取組にご協力をお願いします。

買った食材は全部使い切る（食材を計画的に購入する）

作ったものは食べ切る（人数に合った量を作る）

料理をアレンジする
出た生ごみは水を切る（水を切ってごみ減量）
【身近なものを使った水切り方法】

ペットボトルの先端口を使った方法

を使った方法

問合先 町民生活課 ☎33-2114
広報みさと
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児童扶養手当・特別児童扶養手当 受給資格者の方へ
「現況届」または「所得状況届」をご提出ください
児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給資格者の方は、下記の期間中に「現況届」または「所得状況届」
をご提出ください。該当する方には通知書をお送りしていますので、ご確認ください。
【受付】
◆８月 14 日（月） 10:00～19:00
南郷庁舎１階 102 会議室
◆８月 15 日（火）～16 日（水） 10:00～19:00
中央コミュニティセンター１階 子ども家庭課
問合先 子ども家庭課 ☎33-1411

「子ども医療費」
、
「母子・父子家庭医療費」の受給者証登録・更新のお知らせ
各種医療費助成受給者証の有効期限は、平成 29 年９月 30 日までとなっています。
各種医療費助成の登録・更新申請が必要な方には、８月中旬に案内文書をお送りしますので、下記の日
程で申請手続きをお願いします。
【医療費受給の対象者】
◆子ども医療費
０歳～中学３年生のお子さんがいる保護者
◆母子・父子家庭医療費
母子・父子家庭で、18 歳に到達後、最初の３月 31 日までのお子さんがいる保護者
【申請に必要な書類】
①各医療費受給資格申請書、②健康保険証（写し、お子さんの名前があるもの）
、③預金通帳（写し、
保護者名義のもの）
、④使用中の「各医療費受給者証」
（写し）
、⑤平成 29 年１月１日に美里町に住所
を有していない方は、前住所地の市町村が発行する平成 29 年度（平成 28 年分）の所得証明書１通（扶
養人数が確認できるもの）
、ただし児童手当現況届の際に、提出された方は必要ありません。 ⑥印鑑
（スタンプ印を除く）
※詳細については、案内文書に記載しています。
※受給中の方で有効期限後１カ月以内に手続きされない場合は、有効期間は申請日からとなります。
【申請の受付】どちらの会場でもかまいません。
◆９月 11 日（月）
、12 日（火） 10:00～19:00
南郷庁舎１階 102 会議室
◆９月 13 日（水）～15 日（金） 10:00～19:00
中央コミュニティセンター１階 子ども家庭課
※郵送による受け付けも行います。①各医療費受給資格申請書に必要事項を記入し捺印の上、申請に必
要な①～⑤を同封してください。
【受給者証の交付】
上記の受付期間中は、更新手続き終了後に受給者証を交付します。ただし、平成 28 年分所得税・町県
民税の申告が済んでいない方、本町において平成 28 年分の所得額が確認できない方などについては、受
給資格の認定後、９月下旬に郵送いたします。
問合先 子ども家庭課 ☎33-1411

国際交流オータムフェスタ
町内に暮らしている外国の方々との交流を通して各国の文化を紹介する「国際交流オータムフェスタ」
を開催します。各国の料理教室や音楽・踊りを楽しみながら、一緒に国際交流の輪を広げましょう。
■日時と会場 ９月 30 日（土）17:30～19:30 中央コミュニティセンター
）
■チ ケ ッ ト 500 円（120 人限定、８月７日（月）からまちづくり推進課で販売します。
※オータムフェスタ開催前（13:00～17:00）に行われる各国（中国、韓国、台湾、インドネシア）の料
理教室にも参加できます。ご希望の方はチケット購入時にお申し込みください。
詳細につきましてはお問い合わせください。
問合先 国際交流フェスタ実行委員会（まちづくり推進課）☎33-2180
5
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９月９日（土）
９ ～

美里町総合防災訓練

東日本大震災などの教訓を活かし、いつ発生するか分からない新たな大地震などの災害に備えるた
め、美里町では毎年総合防災訓練を実施しています。
今年度は集中豪雨などの洪水被害などを想定した訓練項目を加え、下記の防災訓練を実施します。
町民の皆様の積極的なご参加をお願いします。
○日

時

９月９日（土） ９:00～12:00

○主 会 場

素山野球場

○主実施地区

藤ケ崎町、素山町、桜木町、駒米の各行政区

○訓練内容等

被害状況確認訓練、

災害救助犬訓練、

倒壊家屋救出訓練、

応急救護訓練、

負傷者搬送訓練、

火災消火訓練、

水害対応訓練、

飲料水確保訓練、

炊出し訓練、

防災用品展示、

特殊車両展示、

災害救助犬とのふれあい、

その他
○各 行 政 区

主実施地区以外の町内の多くの行政区・自主防災組織でも同日に防災訓練を実施し
ます。それぞれの訓練に積極的にご参加ください。

※１ 訓練はマグニチュード９.０、震度６強の大地震による大規模災害が発生する想定で実施します。
午前７時 05 分に訓練実施決定のサイレンと午前９時 00 分に訓練開始のサイレンを吹鳴します。
また、緊急速報メール（エリアメール）などの配信も予定しております。実災害と間違えない
ようにご注意ください。
※２ 訓練は天候などにより中止することがあります。また、訓練内容についても、気象条件、周辺
環境への影響の有無、防災関係機関などの都合により、変更することがあります。ご理解をお願
いいたします。
○問 合 先

防災管財課 ☎33-2142

熱中症にご注意を！

☆無理をせず徐々に身体を暑さに慣らしましょう
☆室内でも温度をこまめにチェックしましょう
☆こまめに水分を補給しましょう
☆体調が悪い時は特に注意しましょう

問合先 遠田消防署 救急係 ☎43-2351

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

へメール送信

広報みさと
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「第 11 回全国和牛能力共進会」間もなく開催
ぎゅー

～感謝と美味しさ 牛 ッと込めて 和牛の祭典２０１７ｉｎみやぎ～
『第11回全国和牛能力共進会～和牛の祭典2017inみやぎ～』の開催まで、あと1か月程となりま
した。
和牛の日本一が決まるメイン会場の夢メッセみやぎでは、全国のブランド和牛肉を食べ比べる大
試食会や県産和牛と県産食材が一度に満喫できるバーベキューコーナー、宮城県の食材と仙台牛を
使った新メニューの発表など、家族で楽しめるイベントで一般の皆様をお出迎えいたします。
入場は無料となっておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。
日 時 ９月７日（木）から 11 日（月）まで（５日間）
会 場 夢メッセみやぎ（仙台市宮城野区）
※詳しくは、下記の公式ホームページをご覧いただく
か、大会実行委員会事務局へお問い合わせください。

待ってるモ～

【公式ホームページ】http://www.zenkyo-miyagi.com/
問合先 第 11 回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会事務局
☎022-714-2982

『牛政宗』くん

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

こごた朝市「盆市」開催のお知らせ
毎年恒例の盆市を開催いたします。花や野菜、果物などをはじめとしたお盆用品をお買い求めい
ただけます。皆さまのご来場をお待ちしております。
なお、盆市開催日は駅前公園前道路には、路上駐車できません。駐車場をご利用ください。
と き ８月 13 日（日）６:00～８:30
ところ 小牛田駅前公園 問合先 小牛田朝市運営委員会（産業振興課内）☎58-2374
※昨年行われましたお楽しみ抽選会は、今年は行いません。
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山神社は遷座百年を迎えます

―山神社の歩み―
山神社は、永治元年（1141）摂津国の住人小山田清寧氏が家神として奉祀して以来およそ876年間
にわたり、その歴史を刻んできました。
近年では、明治41年８月２日、旧小牛田町町屋敷地区で全焼91戸、185棟を焼失する大火に見舞わ
れ、当時同地区に社殿のあった山神社も全焼し、「御神体」「御神鏡」「御太鼓」の３つのみが運び
出されました。その後、明治政府による神社の統合が進められる中、下小牛田の村社「日枝神社」、
山神社隣の郷社「日枝神社」、本小牛田西原の村社「八幡神社」「神明社」の４社が山神社に合祀さ
れました。
山神社本殿が現在の地（牛飼字斎の台）に遷座されたのは大正６年です。その後、幣殿、拝殿が整
えられ、全社殿の完成をみたのは昭和４年、着手からおよそ20年の歳月を要したとされています。本
殿の大工棟梁村田吉助氏は、南郷村の大地主であった野田氏邸宅も手掛けた名工でありました。
現在の地に遷座してからおよそ100年間、山神社は美里町の観光名所としても多くの人々が訪れ、
また四季折々の諸行事などは私たちの生活に寄り添った故郷の景色そのものとして愛されてきました。
その存在はこれからも変わることなく、美里町の歴史とともに時を刻んでいくことでしょう。

遷座百年記念大祭
宵まつり ９月２日（土）午後３時～午後８時
本
祭 ９月３日（日）午前９時～午後３時
会
場 山神社境内
広報みさと

2017.8
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皆さんの“声”を聴かせてください
≪美里町の広聴事業についてのお知らせです≫ 問合先

総務課秘書室 ☎33-2112

町では、皆さんから多くのご意見やご提案をいただき、町政運営に生かすための環境づくりに取
り組んでいます。より安心、安全で「幸せ」と「豊かさ」を実感できるまちづくりの実現を目指し
ます。まちづくりへの提案、普段の生活で不便に感じていることなど、何でも結構です。どうぞ皆
さんの声を聴かせてください。

提案箱をご利用ください
町内４か所に「提案箱」を設置しています。
日常生活での不安や疑問、町の施策に対する
ご意見やご提案をぜひお寄せください。
設置場所 役場本庁舎町民ホール
役場南郷庁舎玄関ホール
中央コミュニティセンター玄関
ホール
南郷病院玄関ホール
利用方法 備え付けの用紙に記入の上、提案
箱に投書してください。
※これまでいただいた提案などの一部です。
・
「まち美化」取組への提案
・住民バスの停留所増設
・広報みさと「お悔み」の情報欄掲載
・放課後児童クラブの開設時間延長
など

出前型住民懇談会で
皆さんの意見・要望などを
直接お話しください
住民懇談会は、町がテーマを定めて開催するほか、
行政区、自治会、団体などからの要請により随時開
催しています。
地域ボランティアや職場グループなどからの要請
も対応可能です。幅広い年齢層、女性の方々の声も
ぜひ聴かせてください。
懇談は町内を会場に、時間はおおむね２時間程度
（夜間は 21:00 まで）とします。開催を希望する場
合はあらかじめ懇談テーマを２つ程度決めていただ
き、所定の申込用紙に必要事項を記入の上、開催希
望日の 30 日前までにお申し込みください。
詳細は、総務課秘書室までお問い合わせください。

「定例行政相談所」を開設しています
総務省委嘱の行政相談委員と町委嘱の町政相談員を兼務する相談員が国や特殊法人などのサー
ビスに関する苦情や相談をはじめ、美里町政に対する意見や要望、苦情などの声をしっかりと受け
止めます。国、町の行政の区別ないワンストップの対応で、行政サービスの向上に繋げます。相談
は無料で秘密厳守です。
【南 郷 地 域】 武田 啓一 委員（新任）
定例相談日 毎月第２月曜日 10:00～12:00
相 談 開 場 美里町南郷庁舎
【小牛田地域】 堀越 澄枝 委員
定例相談日 毎月第２火曜日 10:00～12:00
相 談 開 場 美里町中央コミュニティセンター
今年４月以降不在だった南郷地域の行政相談
委員および町政相談員に、武田啓一さん（大柳１）
が８月１日付けで就任します。

※南郷地域の８月の相談日は第１月曜日に変更に
なります。相談の22ページを参照ください。

「総合案内相談窓口」ご存知ですか

平成 27 年４月、本庁舎１階玄関ホールに開設した「総合案内
相談窓口」が皆さんから好評をいただいています。窓口案内や
幅広く多岐にわたる相談などの窓口を一本化することで、利便
性のアップにつながるよう努めています。ぜひご利用ください。
総合案内相談窓口 ☎33-2164
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パブリックコメント
町では、町民生活に重要な政策
などを定めるに当たり、当該政策
などの案をあらかじめ公表し、広
く町民皆さんなどから意見およ
び情報を募集する「パブリックコ
メント」を実施しています。
皆さんから提出された意見な
どについては、政策などの策定の
意思決定に当たり十分考慮する
こととしています。ぜひご意見を
お寄せください。

広報みさと

全国大会出場（80ｍハードル走）

14年連続「金賞」受賞
全国新酒鑑評会（独立行政法人酒類総合研究
所・日本酒造組合中央会主催）において、合名
会社川敬商店（町内二郷）の「黄金澤大吟醸」
が全国最多タイの14年連続金賞を受賞しました。
今回は、全国から860銘柄が出品され、437銘
柄が入賞、242銘柄が金賞に選ばれました。受
賞した大吟醸は、３月下旬に900本を発売し、
すでに流通している在庫のみとなっています。
14年連続の金賞受賞おめでとうございます｡

第33回全国小学生陸上競技大会（日清食品
カップ）の宮城県最終選考会が６月25日に仙台
市陸上競技場で行われました。涌谷陸上スポー
ツ少年団に所属する青生小学校６年の千葉史織
さんが80ｍハードル走に出場し見事優勝！全国
大会へ出場することになりました。この大会は、
小学生が参加する陸上大会で最も大きい大会で、
今年は８月19日に横浜市の日産スタジアムで開
催されます。宮城県最終選考会の勢いそのまま
に、千葉さんの全国大会での快走を期待してい
ます。

ウジエスーパー美里店で街頭キャンペーン

明るい社会をつくるために
「社会を明るくする運動」の強化月間である
７月に、明るい社会をつくるために町内各所で
中学生が保護司と更生保護女性会の方々と一緒
に街頭キャンペーンを実施しました。
今後も、地域の力で犯罪・非行の防止と立ち
直りを支援しましょう。

剣道練成会を開催
７月１日、トレーニングセンターにおいて
「剣道練成会」が開催されました。練成会は長
期的、計画的なジュニア強化と一貫指導体制の
確立を目指して開かれており、今年で20回目を
迎えました。当日は、スポーツ少年団、中学校
剣道部、小牛田農林高等学校剣道部と美里町剣
友会が一同に会して、真剣な稽古が繰り広げら
れました｡

Aコープ小牛田店で街頭キャンペーン
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色彩豊かなあじさいを堪能
７月２日、山神社において「あじさいまつり」
が開催されました。境内には約100種類1,000本
以上のあじさいが植えられており、たくさんの
人が丁度見頃となった色彩豊かなあじさいの花
を堪能していました。また、美里町物産観光協
会による物産販売コーナーも設置され、たくさ
んの人でにぎわいました。

スタンプラリー

バラの魅力に魅了され
６月25日、ハニーローズなんごうにおいて
「美里町バラフェスティバル2017」が開催され
ました。当日は、バラの温室でのスタンプラ
リー、寄せ植え体験、バラのアレンジメント体
験、京成バラ園の栽培講習会、シソ王子こと粟
野敏夫さんの歌謡ショーなどたくさんの催しが
あり、来場した皆さんは楽しいひとときを過ご
していました。

寄せ植え体験

小牛田中学校で少年の主張
大崎地区大会
７月５日、小牛田中学校体育館において、
「第38少年の主張大崎地区大会」が開催されま
した。大会では、大崎管内の中学校を代表する
21人が、家族や友人のかかわり合いや学校生活
を通して感じたこと、将来に向けた抱負や決意
などを力強く訴えました。
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歌謡ショー

東日本大震災関連情報
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 ☎
測定場所

測定日

地上１ｍ

地上

ｃｍ

庁舎
（週一回） 南 郷 庁 舎

小牛田小学校
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

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

公園（月一回）

小学校・中学校（月一回）

不動堂小学校

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
7/4
0.04
0.05
7/4
0.06
0.06
7/4
0.04
0.04
7/4
0.04
0.04
7/4
0.05
0.05
7/4
0.04
0.04
7/4
0.04
0.04
7/4
0.04
0.04
7/4
0.06
0.06

美里町役場本庁舎 火曜日

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

7/4
7/4
7/5
7/4
7/7
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4
7/4

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

地上

ｃｍ

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

〔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 ☎
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
0.058
0.087

国設置モニタリングポスト（役場本庁舎）
最小値
最大値
0.036
0.057

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。

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。

（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

【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）

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

年 月

日～平成

年 月

日

■詳しい測定結果は町ホームページをご覧ください。

【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。

問合先 防 災 管 財 課 ☎
教育総務課 ☎
子ども家庭課 ☎

（測定機器の検出下限値

農林業系廃棄物集積場所周辺の空間放射線量率

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。

【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

7/4

0.05

0.05

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

■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
ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏
ﾍﾞｸﾚﾙ ㎏
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 ☎
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みんな、あつまれ！ こどもの祭典
『こどもふれあいまつり』
「こどもふれあいまつり」がトレーニングセンターにおいて開催されます。紙飛行機や竹とんぼ
などの昔遊び、お絵かきコーナー、理科実験など楽しい遊びのコーナーがいっぱいです。みんなで
遊びにきてね！

日 時 ９月３日（日） 受付８:30 開会９:00 閉会 11:20
場 所 トレーニングセンター
問合先 教育総務課 ☎58-0500
参加者募集のおしらせ

問合先 グラウンドゴルフ協会
事務局 佐々木 ☎32-4318
■宮城ヘルシー2017ふるさとス
■美里水泳記録会
ポーツ祭北部管内大崎地区大会
美里町スイミングセンターで
今年は加美町で開催されます。
は、次のとおり水泳記録会を開
ニュースポーツなどを通して大
催します。
崎地域のみなさんと交流してみ
日時 ９月24日（日）
ませんか。
受付８:30から
日時 ８月20日（日）
場所
スイミングセンター
８:45～12:00
対象 未就学児から一般の水泳
場所 加美町陶芸の里スポーツ
愛好者
（町内外は問いません。
）
公園
参加料 未就学児200円、個人
種目 ニュースポーツ体験、健
500円（２種目まで）、リレー
康・体力チェックなど
600円（１チーム）
※年齢制限なし、自由参加。
（保険料込み）
事前申込の必要はありません。
申込 ９月８日（金）17:00ま
直接会場においでください。
で、南郷体育館に備えつけの
問合先 まちづくり推進課
申込用紙に、必要事項を記入
☎33-2180
の上、参加料を添えてお申し
■グラウンドゴルフ協会体育祭
込みください。
日時 ９月４日（月）
問合先 南郷体育館 ☎58-0913
受付８:10～
■町民体力・運動能力調査
場所 牛飼水辺公園
あなたの体力年齢は何歳だと
対象 町内在住の方
思いますか。町民の方を対象に、
参加費 無料
体力・運動能力調査を実施しま
申込 ８月18日（金）まで
す。この機会にぜひ参加してみ
※詳細については、事務局ま
ませんか。
日時 ９月10日（日）18:00～
でお問い合わせください。
13
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場所 トレーニングセンター
対象 20歳から79歳の方
種目 ６種目
●20歳～64歳
握力、長座体前屈、上体起こ
し、反復横跳び、立ち幅跳び、
シャトルラン
●65歳～79歳
握力、長座体前屈、上体起こ
し、開眼片足立ち、10ｍ障害物
歩行、６分間歩行
参加料 無料（保険は事務局で
加入します。）
申込 ９月１日
（金）
まで、トレ
ーニングセンター
（☎34-2865）
または南郷体育館
（☎58-0913）
へお申し込みください。
問合先 まちづくり推進課
☎33-2180
大 会 の 結 果
■町民ゲートボール大会（６月
３日、南郷ゲートボール場、参
加者８チーム51人）
優 勝 薬師クラブＢ
準優勝 薬師クラブＡ
第３位 長生
敢闘賞 山の神

文化・スポーツ

図書館は

みんなの本棚

―社会の本―

～南郷図書館新着資料～

「７日間以内で体験できる世界一の旅」

「病巣」

「世界史を創ったビジネスモデル」

「ジョン・マン６

野口

～小牛田図書館新着資料～
―小説・エッセイから―

「宮辻薬東宮」

今野

敏

万城目

学

宮部

みゆき

「母ではなくて、親になる」
山崎
「デンジャラス」＊

要一

「富山市議はなぜ14人も辞めたのか

下重

暁子

星野

富弘

―趣味・芸術の本―
「足で歩いた頃のこと」

「美輪明宏と『ヨイトマケの唄』～天才
ナオコーラ
桐野

山本

一力

大門

剛明

「あなたならどうする」

井上

荒野

「横濱エトランゼ」

「わたしが子どもをもたない理由(わけ)」

「増山超能力師大戦争」＊
「悪左府の女」

夏生
「ぐるぐる♡博物館」

三浦

しをん

潤

「竜宮城と七夕さま」

浅田

次郎

「満月の泥枕」＊

道尾

秀介

「離れている家族に冷凍お届けごはん」
淳子

＊印は小牛田図書館・南郷図書館の両館
で所蔵しています

一樹

「ハッチとマーロウ」

青山

七恵

～小牛田図書館・南郷図書館のご案内～

「カタストロフ・マニア」

島田

雅彦

開館時間
休 館 日

「ドクター・デスの遺産」＊中山

七里
塔

伊東

幸也

桜庭

円城

哲也

小路

上田
剛

梢

誉田

「東京カウガール」

「じごくゆきっ」

「読書で離婚を考えた。」

大崎

たちはいかにして出会ったのか～」
佐藤

剛

「婚活探偵」

悠紀雄

舛添

～政務活動費の闇を追う～」

「変幻」
「パーマネント神喜劇」

「都知事失格」

江上
順風編」＊

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
※８月３日、７日、11日、14日、21日、28日
９月４日、７日、11日、18日、19日、23日（南郷のみ）、25日

新
沼
福
水
森
山
吉

藤
木
木
山
部
澤
原

崎
田

俊 輝
しげ子
智惠子
加吉子
まなみ
あき子
春 子

せつ子
昭
明
直 造
マサ子
よ し
ノリ子

文 芸

《小牛田歌会詠草》六月歌会
近近と友の暮しを見る如き歌なきは寂し届きたる歌誌に
高高とクレーンは動き朝空に築堤工事の復旧進む
主治医から薬師如来の札もらう終りの近き兄のベッドに
まぼろしと言ふには何かまがまがし飛行機は西の空に消えたり
クイズの本両手で押さえほくそ笑む孫の挑戦受けて立ちおり
老いづけば過去のことのみ拘りぬ明日より明るく未来語らむ
土深く沁みゆく春の雨となれかすかな音にひねもす降りて

齋
鈴
鈴
力
阿
成
菅

沼
澤
島
間

《せせらぎ短歌会詠草》六月歌会
ちひさきは小さきなりに花咲かせ五月の風にいのちを揺らす
かくされし技もつ友のゆかしさに自づと心ひかれゆく日々
遠き日に友等と歌いしいくさ歌今にし聴けば皆哀しかり
祖母植えし芍薬植え込みの中に生うたった一輪今朝開きたり
理由あって家族がこない逝く人を担当ケアマネ一人で看取る
図書館に読み聞かせ聴く幼子の絵本に見入るまなざしの澄む
味噌作り今年かぎりで辞めようと八十三歳春を迎えて

弘

佐々木
福 島
斎 田
尾 形
我 妻

捷

て
晃

《小牛田川柳同好会作品》
五輪ムード災害復興片隅に
クロネコは太りすぎたとダイエット
「クマ注意」看板無視し通るクマ
失言と暴言続き逃げ廻る
一票差ダルマも生きた金バッチ

沖
田

《川柳一般投稿》
わからない津軽弁よりあれそれが

子
明
い
子
昭

夫
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☎33-2730

美里町文化会館から

http://www.misato-hall.jp

チケット発売開始！

コミュニティセンター
●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

梅沢富美男＆研ナオコ
「アッ！とおどろく夢芝居」
月
日（土）≪２回公演≫
【昼の部】14:00【夜の部】18:00

★一般発売
８月 30 日（水）９:00～
（電話予約は翌日９:00～）
★全席指定 6,000 円
※１回購入枚数６枚まで。
７枚目以降は再度お並びください。
※未就学児の入場はできません。
※友の会価格および車椅子席は美里町文化会館のみ取扱いとなります。

チケットをお得に購入するには友の会へご入会ください！

文化施設

（友の会入会特典：チケット割引購入・先行発売）

きらめきロビーコンサート

ドーナツ盤で聴く 第 2 回

昭和歌謡レコード演奏会
９月
日（月・祝） 開演 13:00
入場無料（定員 300 名）
入場整理券は文化会館で配布中！
【解説】
ＮＨＫ仙台放送局
島田政男アナウンサー

催

し

８月

日（日） 13:00 入場無料

◇アコード・ユーボラ
（クラシックギター＆オカリナ）
・ドナドナ ・北の国から 他・・・
（美里町を拠点に活動している
ハワイアンバンド）
・南国の夜・ブル—ハワイ 他・・・

※最新情報はホームページをご覧ください!!

名

開 演

お問い合わせ

８/３(木)

第41回 全国高等学校総合文化祭
みやぎ総文2017 吟詠剣詩舞部門
入場無料

８:45

全国高等学校総合文化祭
宮城県実行委員会
☎022-211-3878

８/20(日)

きらめきロビーコンサート
入場無料

13:00

美里町文化会館
☎33-2730

８/22(火)

健康ボイストレーニング教室(8月教室)
参加無料

19:30

美里町文化会館
☎33-2730

広

クラシックバレエ・ヨガ・タップダンス・
骨盤体操・美姿勢トレーニング・バレトン
「広報を見ました」で
子供バレエ入会金無料！
その他のクラス体験2,000円
↓
1,000円 10月末まで

ドリームクリエイトバレエスクール
お問い合わせ 090-4885-3171

千葉

〒989-6162 大崎市古川駅前大通1丁目3-12ゴトウビル2F
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☎33－2730
●近代文学館（図書館）
☎33－3030
●南郷図書館
☎58－1212

◇ブルーアイランダース

美里町文化会館 イベント情報
開 催 日

●文化会館

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

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
・

くらしと健康

未検者検診を実施します
平成 29 年度の春に実施した町の検診の機会を逃した方のために、未検者検診を実施します。
肝炎ウイルス検診も同日実施します。（年齢は、平成 30 年４月１日現在となります。）
春にお知らせしていた日から一部変更になっていますので、ご注意ください。
○結核・肺がん検診、特定健診・健康診査、肝炎ウイルス検診
検

診

日

受付時間

９月 21 日（木）

９:00～11:00

場

所

活き生きセンター

９:00～11:00
９月 22 日（金）

13:00～15:00

健康福祉センター
（さるびあ館）

17:00～18:30

＜対象者・検診料金＞ （年齢は、平成 30 年４月１日現在となります。）
結核検診

胸部レントゲン撮影

職場や学校などで受けない 19 歳以上の方

無料

胸部レントゲン撮影

結核検診を受けた 40 歳以上の方

無料

結核検診を受けた 50 歳以上で喫煙指数

肺がん検診
喀たん細胞診検査

（＝1 日に吸うタバコの本数×吸った年

700 円

数）が 600 を超える方
特定健康診査
健康診査

40～74 歳の美里町国保に加入している方

1,000 円

30～39 歳の方、75 歳以上の方

1,000 円

・40 歳以上で受けたことが無い方
肝炎ウイルス
検診

・平成 29 年度の春に実施した特定健診・健康診査で肝機能
（

）

1,000 円

の結果判定が「保健指導」または一部「受診勧奨」となった方
＊結核・肺がん検診を希望の方は、直接検診会場へおいでください。受診票は当日の発行となりま
す。春に発行した受診票での受診も可能です。
＊特定健康診査・健康診査を希望する方は、事前に電話でお申し込みいただくと、受診票と尿容器
をお送りいたします。
＊特定健康診査・健康診査を受診する際は健康保険証をお持ちください。
＊40 歳～74 歳の社会保険被扶養者の方で、特定健康診査受診券をお持ちの方は、特定健診を受診
することができます。健診料金は加入している健康保険組合に確認してください。
その他、不明な点は健康福祉課へお問い合せください。
問合先 健康福祉課 ☎32-2941
広報みさと
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心身障害者医療費受給者証登録・更新のお知らせ
心身障害者医療費受給者証の有効期限は、平成29年９月30日までです。更新の手続きをお願いします。
現在登録されている方は、８月中旬以降に案内文書をお送りしますが、所得制限により受給できない場
合もありますので、詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。
◆医療費受給の対象者
身体障害者手帳１級・２級・内部障害３級の方、療育手帳Ａの方
）
◆申請に必要なもの（詳細については案内文書に記載します。
①受給資格申請書、②健康保険証（写し）
、③身体障害者手帳または療育手帳（写し）
、④使用中の「医
療費受給者証」
（写し）
、⑤平成29年１月１日に町内に住所を有しない方は、前住所地の市町村が発行す
、⑥認印
る平成29年度 平成28年分 の課税証明書を世帯員分各１通（所得、扶養人数が確認できるもの）
◆申請の受付
【南 郷 地 域】８月28日（月）
、29日（火） 13:30～17:00 活き生きセンター
【小牛田地域】８月30日（水）
、31日（木）
、９月１日（金） 13:30～17:00 さるびあ館
※郵送での受け付けも行います。申請に必要な①～⑤を同封してください。
◆ご留意ください
・所得制限により受給できない場合もあります。
・受付期間終了後、１カ月以内に手続きされない場合は、有効期間は申請日からとなります。
・新しい受給者証は、所得審査後、９月中旬以降に郵送により交付します。
◆問合先 健康福祉課障害福祉係（さるびあ館） ☎32-2941
健康福祉課分室（活き生きセンター） ☎58-0636
けんらくかい

平成 29 年度 健楽食会参加者募集
健康づくりに役立つ美味しい食事と運動の体験学習会です。どなたでもお申し込みいただけます。

１
２
３
４
５
■時
間
■募集人数
■申
込
■問 合 先

日 程
８月 24 日
（木）
９月 13 日
（水）
10 月 18 日
（水）
11 月９日
（木）
12 月５日
（火）

内 容
学習：献立の組み合わせと適量
実習：基本の組み合わせ～鶏肉の焼き南蛮ほか
学習：食品衛生・食中毒予防
実習：鯖のソテーわさびソース添えほか
実技：かんたんエクササイズ～自分に合った運動体験
（会場は駅東地域交流センター）
※運動できる服装、運動靴と水分（水・お茶）持参
学習：口腔の健康づくり、野菜の目標量
実習：和風のごぼうバーグほか
学習：生活習慣病予防のポイント
実習：塩エコ料理～豚肉ロールの黒酢炒めほか

９:30～13:00（３回目は 11:30 頃終了予定）
■場
15 人程度
■経
費 無料（３回目のみ 500 円）
８月 15 日（火）まで
健康福祉課 ☎32-2941

所 さるびあ館

８月は「食品衛生月間」…家庭でも食中毒予防に努めましょう
～食中毒予防の三原則「食中毒菌を付けない、増やさない、やっつける」～
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くらしと健康

相
項

談
目

月

健
日

診

受付時間･会場

虫歯のなかった子
対

象

（３歳児健診

７月実施）

29年４月生
股 関 節 ８／22 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 ８／９ 13:00 ～ 13:15
29年３月生
健
診 （水） 活き生きセンター （バスタオル持参）
６ か 月 児 ８／22
相
談 （火）

9:00 ～ 9:20
さるびあ館

29年２月生

１ 歳 ３ か ８／30 13:00 ～ 13:15
28年５月生
月 児 健 診 （水） 活き生きセンター （バスタオル持参）
１ 歳 ６ か ８／23 12:45 ～ 13:15
28年１月生
月 児 健 診 （水）
さるびあ館
（歯ブラシ持参）
２ 歳 児 ８／17
健
診 （木）

9:00 ～ 9:20
27年１月生
さるびあ館
（歯ブラシ持参）

３ 歳 児 ８／10 13:00 ～ 13:15
26年１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。

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
８月８日
（火）９:30～12:00 さるびあ館
９月12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。

じゅん

今野

純くん

（不動堂４区）

ゆい か

鳥田

唯加ちゃん

（駅東１区）

講演会「認知症の方への対応と
介護サービスの使い方」
認知症の方への接し方や、施設、サービスの種類
や利用方法などを学んでみませんか。
今介護している方でも、これからのために勉強し
たい方でも参加できます。参加ご希望の方は、８月
25日（金）までお申し込みください。
日時 ８月29日（火）10:00～10:50
場所 さるびあ館
講師 ㈲ポプラ代表取締役 及川 みき子氏
申込先・問合先 地域包括支援センター ☎32-2941

認知症家族介護者交流会の開催
現在、認知症のご家族を介護されている方同士で、
悩みなどを話し合いましょう。参加ご希望の方は、
８月25日（金）までお申し込みください。
日時 ８月29日（火）11:00～12:00
場所 さるびあ館
講師 認知症の人と家族の会宮城県支部
関東 澄子氏
申込先・問合先 地域包括支援センター ☎32-2941

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 ８月７日（月）、28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

広報みさと

2017.8

18

情報掲示板
近代文学館からのお知らせ
問合先 33-3030
■手づくり絵本教室作品展
子どもたちが作成した絵本の
展覧会です。独創的な絵本をぜ
ひご覧ください。
日時 ８月５日
（土）～13日（日）
場所 近代文学館１階正面
■夕ぐれのおはなし会
「こわい」をテーマにしたあ
うばなしや絵本の読み聞かせの
おはなし会です。
日時 ８月18日（金）16:00～
場所 近代文学館会議室
対象 小学生
費用 無料
■春光会展
大崎地方で活躍する油彩画作
家のグループによる作品展です。
入場無料です。
日時 ８月29日（日）～９月３日
（日）10:00～17:00
※最終日は15:00まで
場所 近代文学館町民ギャラリー
水道事業所からのお知らせ
■水道メーター定期交換について
水道事業所では、有効期限の
近付いた水道メーターの交換作
業を実施します。作業は委託し
た業者が行います。
つきましては、皆様のご自宅
の敷地内での作業となりますの
で、ご理解とご協力をお願いし
ます。
なお、作業を実施する区域に
お住まいの方には、交換のお知
らせを改めて配布します。
作業期間 平成29年８月中旬～
平成30年３月末
作業業者 フジ地中情報㈱東北

支店（仙台市泉区）
☎022-372-6743
問合先 水道事業所 ☎33-2775
■浄水場見学について
美里町浄水場では、安心でお
いしい水ができるまでの仕組み
を実際に見学することができま
す。
水ができるまでの仕組みに興
味のある方、学校での授業や自
由研究、自治会や婦人会などの
研修に活用いただくと共に、水
道事業の理解を深めるため、ぜ
ひ美里浄水場見学にお越しくだ
さい。
なお、詳細については、水道
事業所にお問い合わせください。
見学可能時間 ９:00～16:00
問合先 水道事業所 ☎33-2775
原爆死没者追悼ならびに
平和祈念の黙とう
1945年８月６日に広島市、３
日後の８月９日には長崎市に原
子爆弾が投下され、多くの人々
が犠牲となりました。原爆で亡
くなられた方々のご冥福と世界
恒久平和の実現を祈り、原爆が
投下された時間と終戦記念日の
正午に追悼と平和祈念の黙とう
をお願いします。
原爆投下時刻
８月６日（日） ８:15
８月９日（水） 11:02
終戦記念日
８月15日（火） 12:00
☎33-2180
小学校道徳の教科書採択結果
平成30年度から町内小学校で
使用する道徳の教科書について
は、次の発行者が作成する教科
広

書を採択しましたのでお知らせ
します。
教 科
発行者
道 徳
東京書籍
問合先 教育総務課 ☎58-0500
大
会
結
果
■第15回ラージボール築館大会
（６月18日、栗原市築館運動公
園体育館、敬称略）
【男子団体の部】
第３位 青生ラージボール愛
好会（村上啓二、石田利則、
伊東茂寿）
【男子ダブルス】
優 勝 青生ラージボール愛
好会
（小野寺早智夫、
石田利則）
第３位 青生ラージボール愛
好会（高橋哲也、
小野寺正義）
【女子ダブルス】
第３位 青生ラージボール愛
好会（鈴木きみゑ、岡嬉久）
■美里ラージボール大会（６月
21日、青生コミュニティセンタ
ー、敬称略）
優 勝 青生愛好会Ｂ（成見
俊悦、佐藤義幸、三浦一之）
準優勝 青生愛好会Ｃ（石田
利則、出師馨、青木民子）
第３位 青生愛好会Ｄ（鈴木
きみゑ、尾花瞳、青木孝松）
■平成29年度美里町民男子シニ
ア・レディースゴルフ大会（６
月29日、鳴子カントリークラブ、
敬称略）
優 勝 及川
佐
準優勝 瀬川 和紘
第３位 菅井
博
第４位 千葉 誠一
第５位 青沼
豊
ベストグロス 及川 佐 80

告

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。
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講
座
■職業訓練短期講座
従業員（雇用保険被保険者）
を対象とした講座です。
場所 大崎地域職業訓練センター
定員 ①、②各10人
料金 ①、②各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。
①表計算ソフト〈エクセル2013〉
応用研修（全６回）
日程 ９月４日（月）～15日（金）
の月・水・金
時間 18:20～21:00
申込期限 ８月31日（木）
②管理監督者訓練２科「改善の
仕方」（５日間）
日程 ９月11日（月）～15日（金）
時間 13:30～15:30
申込期限 ９月４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
お
知
ら
せ
■不動堂中学校美術作品展
～彩世界～
日時 ８月13日（日）～24日（木）
10:00～18:00
※最終日は15:00まで
※月曜日は休館
場所 近代文学館町民ギャラリー
入場料 無料
問合先 不動堂中学校 美術担当
髙野 ☎32-2068
■写真展「魅力いっぱい美里町」
日時 ８月20日（日）まで
９:00～17:00

（12:00～13:00まで閉所）
場所 美里町総合案内所展示ス
ペース（JR小牛田駅構内）
入場料 無料
出展者 志摩 勝彦
問合先 美里町総合案内所
☎31-1801
■第６回わ・は・わ美里まつり
今年も焼きそば、わたあめ、
フランクフルト、かき氷などの
飲食店ブースに、毎年人気の射
的やストラックアウト、スーパ
ーボール釣りなどのブースが盛
りだくさん。たくさんのご来場
をお待ちしています。
日時 ９月２日（土）11:00～14:00
場所 わ・は・わ美里（青生小学校隣）
駐車場 青生コミュニティセンター
問合先 わ・は・わ美里
☎29-9987
■交通事故の無料弁護士相談
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。
相談は事前に予約が必要です。
日時 ８月23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。
申込先・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）
■宮城県下水道排水設備工事責
任技術者試験
- 試 験 対象 美里町に責任技術者とし
て登録を予定している方
広

美里町農産物直売所

営業時間 9：00～18：00

新鮮な野菜やお盆用の切り花など、多数
取り揃えて皆様をお待ちしております
問い合わせ先 有限会社花野果市場
遠田郡美里町練牛字六号12
TEL 0229－59-1320 FAX 0229-59-1319

試験日

10月24日（火）
13:30～15:30
会場 宮城県教育会館
申込 ８月３日
（木）～９月８日
（金）役場下水道課へ
- 受験講習 対象 受験者のうち希望する方
日時 10月４日（水）
13:00～16:00
会場 宮城県教育会館
申込 試験申込の際に受付（試
験と同時受付）
※申込書は下水道課で８月初旬
から配布します。
問合先 下水道課 ☎33-2193
（一財）宮城県下水道公社
☎022-276-2521
■８月は「電気使用安全月間」
毎年８月を「電気使用安全月
間」と定め、電気使用安全運動
が全国一斉に行われています。
問合先（一財）東北電気保安協
会古川事業所 ☎23-5760
■国民年金老齢基礎年金の請求
手続きはお済みですか
平成29年８月１日から、国民
年金老齢基礎年金を受け取るた
めの必要な加入期間が、25年か
ら10年に短縮されました。対象
となる方に、日本年金機構から
黄色の封筒をお届けしています。
請求手続きがお済みでない方は、
ねんきんダイヤル（☎0570-05-1
165）に予約の電話をしていただ
いた上、最寄りの年金事務所で
手続きを行ってください。
問合先 古川年金事務所
☎23-1203

告

Beauty Salon

Palette

200円 割引券
H29. 9/30まで

◆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
9/30まで
クーポン１０％値引ご新規さんのカラーorパーマ Ｈ29.
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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募
集
■水中運動教室参加者募集
総合型地域スポーツクラブス
ポーツクラブＷＡＹ゛では、住
民の皆さんを対象に健康づくり
を目的とした水中運動教室を開
催しています。皆さんとご一緒
に楽しく運動を始めてみません
か。運動に不安のある方もどう
ぞお気軽にお声がけください。
開催日 各教室共通
毎週指定曜日１回50分
〈流水運動教室〉
水曜日 ９:10、10:10、19:50
木曜日 14:00
金曜日 ９:10、10:10、11:10
〈一般水泳教室〉金曜日 19:10
場所 美里町スイミングセンター
受講料 月2,000円（４回）※プ
ール利用料は別途個別支払い
年間活動費 一般500円
幼児200円
問合先 スポーツクラブＷＡＹ゛
事務局 ☎090-9421-3714
■第24回美里町囲碁大会
日時 ８月20日（日）
受付９:30、開始10:00
場所 駅東地域交流センター
費用 1,500円（昼食、参加賞付）
高校生以下は1,000円
会員は無料
競技 評価方法 点数制
Ａ級（五段以上）
、Ｂ級（四
段～二段）
、Ｃ級（初段以
下）※参加人数により変
更あり
賞
各組優勝賞および３位ま
で入賞、その他３勝賞

問合先

日本棋院小牛田支部
門間 ☎58-0189
■東北方面隊創隊57周年記念音
楽フェスティバル
日時 ９月23日（土）
公演 10:00～、13:30～
場所 東京エレクトロンホール
宮城（仙台市青葉区）
入場料 無料（応募必要）
応募方法 往復はがきに郵便番
号、住所、氏名、年齢、電話番号、
希望公演時間、人数（１人ま
たは２人）を明記の上、お申
し込みください。詳しくは、
お問い合わせください。
応募締切 ８月18日（金）必着
申込先 〒983-8580住所不要
総監部広報室 音楽フェステ
ィバル係
問合先 東北方面総監部広報室
☎022-231-1111（内線2373）
■第３回美里紙飛行機大会
日時 ９月30日（土）
受付８:30競技開始９:30
場所 小牛田小学校校庭
種目（各部門50人）
・ペーパーグライダー距離部門
・ペーパーグライダー滞空時間部門
（各部門とも材料は、美里美空
の会で用意します。）
※１人２種目エントリー可、
昼食は各自で準備願います。
参加費 200円（材料代）
申込方法 ８月10日（木）から31
日（木）まで、美里町総合案内
所へお申し込みください。
※受付時間９:00～17:00（月
曜日定休日）
申込先 美里町総合案内所
広

☎31-1801
問合先 美里美空の会事務局
佐々木 ☎090-2794-8354
■放送大学10月生募集
放送大学では、平成29年度第
２学期の学生を募集しています。
心理学・福祉・経済・歴史・文
学・情報・自然科学など、約300
の幅広い授業科目があり、１科
目から学べます。資料を無料で
差し上げます。お気軽にご請求
ください。
出願期間
第１回 ８月31日（木）まで
第２回 ９月20日（水）まで
問合先 放送大学宮城学習セン
ター
☎022-224-0651
■第25回宮城シニア美術展作品
募集
募集対象 日本画、洋画、書、
写真、工芸の５部門
テーマ 自由
応募資格 県内在住の60歳以上
のアマチュアの方
出展申込料 １作品500円
（各部門１人１点）
申込期限 10月31日（火）
展示会場 宮城県美術館 県民
ギャラリー
展示期間 11月30日（木）～12月
３日（日）※入場無料
審査 各部門専任審査員が審査
※優秀作品は、平成30年開催
予定「ねんりんピック富山20
18」美術展部門へ出展いたし
ます。
申込先・問合先 宮城県社会福
祉協議会 いきがい健康課
☎022-223-1171

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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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 ８月７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 ８月８日（火）
10:00～12:00
場所 中央コミュニティセンター
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 ８月10日（木）
10:00～15:00
場所 活き生きセンター
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 ８月21日（月）
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
■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 ８月14日（月）

費をお知らせします。
９:30～11:30
被保険者数
6,303人
場所 さるびあ館
医療費総額 208,425,746円
日時 ８月28日（月）
町の負担金 181,598,387円
９:30～11:30
個人負担額
26,827,359円
場所 活き生きセンター
１人当たりの町の負担 28,811円
相談電話 ☎070-6401-2681
※医療費が毎年増え続けていま
問合先 美里町社会福祉協議会
す。重複受診は控えましょう。
☎32-2940
※社会保険等に加入した場合は、
■無料法律相談
国民健康保険脱退の手続きが
相続・損害・多重債務・家族
必要です。
問題等、弁護士が相談に応じま
問合先 町民生活課 ☎33-2114
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
眼 科 診 察 日
（美里町立南郷病院）
ください。
日時 ８月18日（金）
診 察 日
担 当 医
13:30～16:30
８／９(水)
角田雅宏 先生
場所 活き生きセンター
８／23(水)
角田雅宏 先生
※診察は予約制です。内科外来
問合先 美里町社会福祉協議会
で14:00～17:00に受け付けます。
☎32-2940
診察時間 13:00～14:30
大崎保健所からのお知らせ
問合先 町立南郷病院☎58-1234
■ＨＩＶ・クラミジア抗体検査
日時 ８月７日（月）、21日（月）
休日無料法律相談会
住宅ローン、金銭の貸借、相
13:00～15:00
続トラブル、離婚、労働トラブ
場所 大崎合同庁舎２階診察室
ル、いじめ、その他弁護士に相
※事前に予約が必要です。
談してみませんか。ご連絡お待
※骨髄バンクの登録も同時に行
ちしております。
っています。
日時 ８月６日（日）、26日（土）
問合先 大崎保健所疾病対策班
10:00～16:00
☎91-0714
場所 法テラス東松島
■定期相談
東松島市矢本字大溜1-1
●精神保健福祉相談
（市コミュニティセンター西側）
●アルコール関連問題相談
受付時間 ９:00～17:00（平日）
●思春期・青年期引きこもり相談
※相談は無料ですが、事前予約
場所 大崎合同庁舎２階相談室
の方が優先になります。
※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 法テラス東松島
☎050-3383-0009
問合先 大崎保健所母子・障害
ありがとうございます
第二班
☎87-8011
国保医療費のお知らせ
▽町へ（子どもの教育のため）
遠田商工会長 渡邉 新美 様
平成29年３月診療の国保医療
23,500円

町内の交通事故発生状況
項目別

総発生
件 数

物損事故
件
数

人 身 事 故 件 数
件

数

死

者

傷

者

年 別
平成29年６月

43

(245)

39

(207)

4

(38)

0

( 0)

5

(51)

平成28年６月

27

(244)

24

(205)

3

(39)

0

( 2)

4

(52)

16

(1)

15

(2)

1

(-1)

0

(-2)

1

(-1)

増

減

６月中に発生した事故、（

）は１月からの累計です

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 （６月16日〜７月15日申出分）

８月６日(日) 宮 野 内 科 医 院 涌谷町 ☎43-5031
11日(金) 横

山

院 美里町 ☎34-2230

医

行政区

医

院 美里町 ☎33-2020

９月３日（日） 米

谷

医

院 涌谷町 ☎44-1133

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）

㈲大友燃料店 美里町 ☎32-2007

８月５日、６日

みどり工業㈱ 大崎市鹿島台 ☎25-7222

８月11日

８月12日、13日 ㈱ダイテック 大崎市松山 ☎29-9263
８月19日、20日 石橋設備工業 美里町 ☎090-8257-1658
８月26日、27日

㈲北浦工業 美里町 ☎34-3062

９月２日、３日

㈲オノ技建工業 美里町 ☎32-2269

南 郷 地 域（土・日曜日、祝日当番）
８月５日、６日、26日、27日
㈲ケー・イー・アイ 美里町 ☎59-1680
８月11日、19日、20日
㈲中村住宅設備工業 大崎市鹿島台 ☎56-2397
８月12日、13日、９月２日、３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７月１日現在】
人

口

男
女
世帯数
６月中の

24,803人
12,027人
12,776人
9,050世帯
出生 12人
転入 63人

（前月比
-18人）
（前月比
-６人）
（前月比
-12人）
（前月比 +９世帯）

「平和展」８月４日から開催
次世代に引き継がなければならない大切な「平
和」について考え、その歴史を学ぶ「平和展」を
開催します。広島、長崎の原爆被害や核兵器に関
するパネルや図書、広島の平和記念公園にある
「原爆の子の像」に実際に捧げられた折り鶴を展
示します。
期間 ８月４日（金）～10日（木）
10:00～18:00（最終日は15:00まで）
※月曜日休館
場所 近代文学館 ２階町民ギャラリー
問合先 まちづくり推進課 ☎33-2180

今月の納期 ８月 31 日
町県民税（第２期）
、国民健康保険税（第４期）
後期高齢者医療保険料（第２期）
介護保険料（第３期）
、国民年金保険料（７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

死亡 23人
転出 70人
広

年 齢

橋 本 皎 市
82
小野寺 きえ子
81
鈴 木 勇 吉
89
加
庄 平
88
千 葉 隆 喜
82
佐 藤
昇
82
守 屋 よしみ
77
高 瀬 みよ子
93
（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。

20日(日) わ く や 整 形 外 科 涌谷町 ☎43-5553

海

名

素 山 町
志 賀 町
起
谷
大
口
大
口
中埣３区
中埣３区
平針１区

13日(日) 涌 谷 中 央 医 院 涌谷町 ☎42-2351

27日(日） 熱

氏

告

登記

土地・建物

故人名義ではないですか？

相続登記を、お早めに！
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

新沼則男事務所
（簡裁代理認定） 司法書士
ＴＥＬ：34−1238 ＦＡＸ：34−1239
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各課の直通電話番号

鉄道イラスト展～韋駄天の系譜～

～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

町

今年は、東北新幹線開業から35周年、山形新幹線開
業から25周年など、開業からの節目を迎える「新幹線
アニバーサリー・イヤー」です。
東北新幹線の速達列車は、開業以来やまびこ、はや
て、はやぶさと変遷し、車両も200系、E２系、E５系
と進化してきました。
新幹線開通以前の東北本線には、仙台発着のひばり、
青森発着のはつかりやみちのくなどの電車特急の存在
がありました。
そして、それより前には気動車特急、蒸気機関車牽
引の客車特急と、鉄路上には時代、区間ごとにさまざ
まな「韋駄天（いだてん）」たちが活躍してきました。
今回の展示は、東北に足跡を残した韋駄天たちの系譜
を、イラストでたどります。
初秋の小牛田で、往年の名列車たちの面影に触れて
いただければと思います。
日 時 ８月23日（水）～９月24日（日）
９:00～17:00（12:00～13:00閉所）
※最終日は15:00まで
定休日 ８月28日（月）、９月４・11日（月）、19日（火）
場 所 美里町総合案内所 展示スペース
入場料 無料
出展者 Rail Artists LOCO（レイル アーティスツ ロコ）
問合先 美里町総合案内所 ☎31-1801

【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

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。

みーも
美里町物産観光協会
イメージキャラクター
広

【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

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
〒987-8602 宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13 TEL 0229-33-2111㈹ FAX 0229-33-2402
URL：http://www.town.misato.miyagi.jp E-mail：info@town.misato.miyagi.jp
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「第 11 回全国和牛能力共進会」間もなく開催
ぎゅー

～感謝と美味しさ 牛 ッと込めて 和牛の祭典２０１７ｉｎみやぎ～
『第11回全国和牛能力共進会～和牛の祭典2017inみやぎ～』の開催まで、あと1か月程となりま
した。
和牛の日本一が決まるメイン会場の夢メッセみやぎでは、全国のブランド和牛肉を食べ比べる大
試食会や県産和牛と県産食材が一度に満喫できるバーベキューコーナー、宮城県の食材と仙台牛を
使った新メニューの発表など、家族で楽しめるイベントで一般の皆様をお出迎えいたします。
入場は無料となっておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。
日 時 ９月７日（木）から 11 日（月）まで（５日間）
会 場 夢メッセみやぎ（仙台市宮城野区）
※詳しくは、下記の公式ホームページをご覧いただく
か、大会実行委員会事務局へお問い合わせください。

待ってるモ～

【公式ホームページ】http://www.zenkyo-miyagi.com/
問合先 第 11 回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会事務局
☎022-714-2982

『牛政宗』くん

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

こごた朝市「盆市」開催のお知らせ
毎年恒例の盆市を開催いたします。花や野菜、果物などをはじめとしたお盆用品をお買い求めい
ただけます。皆さまのご来場をお待ちしております。
なお、盆市開催日は駅前公園前道路には、路上駐車できません。駐車場をご利用ください。
と き ８月 13 日（日）６:00～８:30
ところ 小牛田駅前公園 問合先 小牛田朝市運営委員会（産業振興課内）☎58-2374
※昨年行われましたお楽しみ抽選会は、今年は行いません。
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文化・スポーツ

みんな、あつまれ！ こどもの祭典
『こどもふれあいまつり』
「こどもふれあいまつり」がトレーニングセンターにおいて開催されます。紙飛行機や竹とんぼ
などの昔遊び、お絵かきコーナー、理科実験など楽しい遊びのコーナーがいっぱいです。みんなで
遊びにきてね！

日 時 ９月３日（日）
（日）
） 受付
受付８:30 開会９:00
９:00 閉会 11:20
場 所 トレーニングセンター
問合先 教育総務課 ☎58-0500
参加者募集のおしらせ

問合先 グラウンドゴルフ協会
事務局 佐々木 ☎32-4318
■宮城ヘルシー2017ふるさとス
■美里水泳記録会
ポーツ祭北部管内大崎地区大会
美里町スイミングセンターで
今年は加美町で開催されます。
は、次のとおり水泳記録会を開
ニュースポーツなどを通して大
催します。
崎地域のみなさんと交流してみ
日時 ９月24日（日）
ませんか。
受付８:30から
日時 ８月20日（日）
場所
スイミングセンター
８:45～12:00
対象 未就学児から一般の水泳
場所 加美町陶芸の里スポーツ
愛好者
（町内外は問いません。
）
公園
参加料 未就学児200円、個人
種目 ニュースポーツ体験、健
500円（２種目まで）、リレー
康・体力チェックなど
600円（１チーム）
※年齢制限なし、自由参加。
（保険料込み）
事前申込の必要はありません。
申込 ９月８日（金）17:00ま
直接会場においでください。
で、南郷体育館に備えつけの
問合先 まちづくり推進課
申込用紙に、必要事項を記入
☎33-2180
の上、参加料を添えてお申し
■グラウンドゴルフ協会体育祭
込みください。
日時 ９月４日（月）
問合先 南郷体育館 ☎58-0913
受付８:10～
■町民体力・運動能力調査
場所 牛飼水辺公園
あなたの体力年齢は何歳だと
対象 町内在住の方
思いますか。町民の方を対象に、
参加費 無料
体力・運動能力調査を実施しま
申込 ８月18日（金）まで
す。この機会にぜひ参加してみ
※詳細については、事務局ま
ませんか。
日時 ９月10日（日）18:00～
でお問い合わせください。
13

広報みさと

2017.8

場所 トレーニングセンター
対象 20歳から79歳の方
種目 ６種目
●20歳～64歳
握力、長座体前屈、上体起こ
し、反復横跳び、立ち幅跳び、
シャトルラン
●65歳～79歳
握力、長座体前屈、上体起こ
し、開眼片足立ち、10ｍ障害物
歩行、６分間歩行
参加料 無料（保険は事務局で
加入します。）
申込 ９月１日
（金）
まで、トレ
ーニングセンター
（☎34-2865）
または南郷体育館
（☎58-0913）
へお申し込みください。
問合先 まちづくり推進課
☎33-2180
大 会 の 結 果
■町民ゲートボール大会（６月
３日、南郷ゲートボール場、参
加者８チーム51人）
優 勝 薬師クラブＢ
準優勝 薬師クラブＡ
第３位 長生
敢闘賞 山の神

