7月

アーティストの競演！
５月２７日、石田沢防災センターで松島パークフェスティ
バル前夜祭と「まつの市」が同時開催されました。来場した方
々は、餅まきやアーティストのライブを楽しんでいました。
翌日５月２８日には、松島海岸エリアに１３のステージを設
けて松島パークフェスティバルが開催され、遠くは兵庫県西宮
市からも集結した多くのアーティストによる熱い演奏が行われ
ました。
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歴史・文化の継承と創造
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●主な内容
松島町における観光客の動態と観光消費額について・・４〜５
ロジャー・スミスさんが帰国します・・・・・・・・・６
平成２９年度宮城郡中学校総合体育大会結果・・・・・８
まつしま防災学が開催されました・・・・・・・・・１０
民生委員児童委員をご紹介します・・・・・・・・・１８

松 島 周 辺 の 観 光 拠 点 整 備推進に
関 す る 包 括 連 携 協 定 を 締結しました

６月８日︑県庁で宮城県︑
松島町︑東日本旅客鉄道株式

のと大いに期待しています﹂

木茂仙台支社長は︑﹁協定の締

結によって３者が連携・協力

して︑観光客の増加や交流人

口の拡大を図り地域活性化を

推進していきたい﹂と述べま

した︒また︑櫻井町長は﹁観

光を取り巻く状況の変化を踏

まえながら︑松島海岸駅を中

心としたエリアに国内外から

多くのの観光客が訪れるよう
様々な取り組みを連携して進
めていきたい﹂と話しました︒

吉野復興大臣が
松島を視察しました
日︑吉野正芳復興大
臣が松島町を訪れ︑観光客や

５月

﹁松島周辺の観光拠点整備推進

当日に開催されていた松島パ

院の紅葉ライトアップや視察

また︑秋に開催される円通

について説明を受けました︒

駅のバリアフリー化事業など

道の杉の植樹計画︑松島海岸

津波で塩害を受けた瑞巌寺参

吉野大臣は櫻井町長から︑

した︒

ながら瑞巌寺周辺を視察しま

地域住民とあいさつを交わし

結しました︒
この協定は︑松島周辺の観
光に関連した様々な環境の変
化に対応するため︑三者が情
報共有や意見交換を行うこと
で緊密に連携することを目的
としています︒
村井知事は︑
﹁協定を活用す
ることで三者連携の事業が広
がり︑観光誘客や鉄道利用者︑

島の観光情報にも熱心に耳を
傾けていました︒

松島発 ！ 環境保全米プロジェクト

〜田植え＆トマトの

日︑地産地消推進の

定植体験並びに昼食交流会〜

５月

月に稲刈りをする予定です︒

ました︒今回植えたお米は︑

ラダをおいしそうに食べてい

産の食材を使ったカレーやサ

体験後の昼食交流会では松島

の︑１つ１つ苗を丁寧に植え︑

の少ない生徒が多かったもの

松島高校の生徒は農業経験

た︒

体験︑昼食交流会を行いまし

どが田植えや︑トマトの定植

島高校観光課１年生の生徒な

・旅館業者︑飲食店関係者︑松

一環として松島町内のホテル

２４

と述べました︒JR東日本松

ＴＯＰ
ＮＥＷＳ

会社︵JR東日本︶の三者が

▲松木ＪＲ東日本仙台支社長（左）、村井知事（中央）、
櫻井町長（右）

ークフェスティバルなどの松

▲心を込めて丁寧に植えました

▲櫻井町長（右）から説明を受ける吉野復興大臣（左）

▲瑞巌寺参道での様子

トップ
ニュース

交流人口の拡大につながるも

１０

２８

MATSUS

ＭＩＹＡＧＩ

に関する包括連携協定﹂を締
▲協定書への署名の様子

Ｓ
ＴＯＰＮＥＷ
HIMA
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回町民ふれあいス

６月４日︑松島町民グラウ
活動を通して感じた環境を整備

できた活動内容の紹介や︑その

︵幡谷︶が︑これまで取り組ん

入している宮城県代表チーム

で︑杉原礼真さん︵磯崎︶が加

８回学童女子軟式野球全国大会

６月に東京都で開催された第

杉原礼真さん︵磯崎︶が出場します！

トボール大会が開催されまし

長杯第２回心の震災復興ゲー

場︶で松島町社会福祉協議会

me︵松島町屋外多目的運動

６月５日︑アトレ・るDo

第２回心の
震災復興ゲートボール大会

以上もの方が参加しました︒

開催され︑町内から１００名

興グラウンド・ゴルフ大会が

目的広場で第２回心の震災復

代表し６年生の井上椛団長

日︑松島運動公園多

昨年から始まり２回目とな

６月

震災復興グラウンド・ゴルフ大会

第２回心の

ンドで第
することの大切さについて︑感

﹁オール宮城ブルーリボン﹂が

た︒

った今大会は︑男女ごとに優

大会に参加した皆さんは︑

第 回少年軟式野球世界大会に

ポーツ大会が開催され︑町内
想とお礼の言葉を述べました︒

優勝しました︒
﹁オール宮城ブ

参加者の皆さんは︑会話を

勝を決めるということで女性

人が参加して開催されました︒

行政区から︑子どもからお
森琢男宮城県緑化推進委員会理

ルーリボン﹂は︑セレクション

楽しみながらも真剣に競技に

のみなさんも気合いが入って

回町民ふれあい

年寄りまで大勢の方々が参加
事長からはベニシダレ２本とエ

で選抜された県内の女子児童に

取り組み︑練習の成果を存分

第

しました︒
ドヒガン１本の苗木が︑菅野義

より構成されたチームです︒

式典では︑みどりの少年団を

世代を超えて協力し︑競技を
雄全労済宮城県本部長からは︑

学校林や野鳥観察園の整備を行

松島第五小学校では︑今後も

ーなどでの自主トレーニングに

習に加え︑バッティングセンタ

け︑毎週末行われるチームの練

京都で開催される世界大会に向

杯が贈呈されました︒

島町社会福祉協議会から優勝

手樽支部チームが優勝し︑松

勝杯が贈呈されました︒

伊藤榮子さん︵高城︶には優

し た 髙 橋 己 代 治 さ ん ︵ 本 郷 ︶︑

に発揮していました︒大会は︑ い る よ う に 見 え ま し た ︒ 優 勝

い︑児童達が緑にふれることが

▲慎重に狙いを定めます

も励んでいます︒世界大会での

▲ナイスショット！

スポーツ大会が開催されました

楽しみながらも白熱した勝負

１３

できる環境作りを進めていきま

▲世界一めざしてがんばります！

活躍が期待されています︒

２８

す︒

が贈られました︒

杉原さんは︑７月 日から東

みどりの少年団にユニフォーム

３５

が繰り広げられました︒

震災地域における

育向上のための緑化事業﹂式典

﹁震災地域における学校環境教

５月 日︑松島第五小学校で

学校環境教育向上のための緑化事業

▲応援にも力が入ります

が︑児童や関係者など１１５

▲緑を大切にします

５７

２６
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５７

１２

調査時期 平成２８年８月〜平成２９年１月
調査方法 観光地点での聞き取り調査、郵送調査、駅や駐車場でのカウント調査を組み合わせて複合的に
実施しました。また、アンケートにより産業ごとの町内自給率を把握し、松島町版の産業連関
表を作成の上、観光消費の町内経済波及効果を分析しました。
調査対象 ・観光客 計 2,219 人（夏・秋・冬の 3 回のアンケート、宿泊者アンケートの合計）
・町内 193 事業者（郵送調査：回収率 33.9%）

観光消費−お土産

観光消費のまとめ１

土産物購入者の平均購入額は平均 2,543.3 円
でした。
1000 円未満が 37.1% と多く、購入額 5000
円未満で 82.1% を占めています。
町内に宿泊して土産を購入した人では、平均購
入額が 4,278.5 円と高額になっています。

支出合計のうち、町内使用額は消費者あたり
11,744 円であり、町内宿泊の有無が大きく影響
しています。

1000円

2000円

3000円

5000円

5000円

未満

未満

未満

未満

以上

0%

20%

観光地点調査（計）
（n=1,115）

37.1

日程

16.6

14.0

13.3

15.0

18.1
14.4

居住地

26.8

16.0
14.3

15.1

19.9
12.7

16.1

17.9
9.0

16.1

17.8
9.7 10.8

19.3

2,543.3
1,610.8
4,278.5

32.0

15.8

日程

居住地

25.2

42.9

外国人観光客 （n=42）

19.0

21.4

4.8 11.9

1,682.6
来街経験

76.0

10代 （n=50）
54.5

20代 （n=246）

年代

50代 （n=228）

13.4

34.9

30代 （n=232）
40代 （n=252）

4.0 10.04.06.0

17.2

28.2
19.7

60代 （n=225）

17.8

70代以上 （n=91）

16.5

13.9
15.8
15.6
15.4

19.0
18.7

20.2
13.8
9.9

13.8
14.7

14.2

16.3
18.0

22.7
16.5

12.2 6.1

23.0
26.3
30.2
41.8

1,272.0
1,484.6
2,211.5
3,251.2

335 11,744

1,373

1,517

1582

507

839

1,249

890

町内宿泊

876

18,536

927

1,454

1,743

2,535

462 25,656

町外宿泊

623

0

995

1,535

1,619

1,652

426

6,227

県内客

699

4,137

349

814

1,325

946

261

7,831

県外客

1,408

9,142

1,024

1,496

1,639

2,243

224

3,710

406 15,949
688

9,766

112

4,237

998

1,419

1,793

631

1,201

6,084

690

1,126

1,482

2,071

408 11,862

電車

949

8,757

950

1,477

1,627

1,392

348 14,597

男性

985

7,044

799

1,206

1,502

1,574

353 12,478

女性

1,228

7,552

822

1,333

1,589

1,903

394 13,593

10代

87

2,759

593

1,112

1,217

731

324

6,736

20代

486

4,785

690

1,134

1,412

751

148

8,923

30代

386

5,544

818

1,167

1,630

1,329

225 10,713

40代

387

6,786

882

1,342

1,724

2,117

714 13,564

50代

355

9,661

1,125

1,551

1,629

2,271

305 16,542

60代

365

9,888

717

1,381

1,564

2,459

478 16,488

70代以上

147

12,256

617

1,058

1,268

2,871

553 18,624

あり

309

9,994

718

1,509

1,234

2,459

283 16,197

なし

1,845

6,711

832

1,236

1,604

1,600

347 12,329

町内宿泊経験者

815

10,359

785

1,242

1,564

2,385

416 16,750

来街経験者

524

2,834

662

1,050

1,277

1,318

275

来街経験なし

777

7,391

990

1,470

1,694

1,484

328 13,357

観光地点（夏）

669

4,835

1,394

1,402

1,227

1,746

239 10,844

観光地点（秋）

733

6,147

640

1,203

1,585

1,494

555 11,623

観光地点（冬）

391

5,416

200

1,389

1,888

1,465

87 10,444

宿泊者（夏）

122

17,930

742

1,485

1,717

3,714

642 26,203

宿泊者（秋）

201

20,537

1,003

1,140

1,677

2,181

613 27,151

イベント（秋）

103

626

238

620

1,620

1,585

286

項 目

3,989.4
4,637.9

各項目の消費割合の推計と年間消費額は右表の
通り。
別途、経済波及効果の推計に当たっては、右表
の観光消費額を用います。
町内で消費される年間観光消費の総額は、190.2
億円と推計されました。

括

今回は、観光客の買い物動向とどのくらい消費を
行ったのかをご報告しました。
次回は、町内事業所においてこの観光消費額が循
環しているか、また、定住人口をベースに、どの程
度、経済波及効果があるかをご報告します。

合計

375 13,080

7,417

4,976

3,536.0

観光消費のまとめ３

総

調査手法

その他

1,753

826

性別

パック利用

お土産

1,548

0

交通手段

3,455.6

飲食費

1,277

6,111

車

1,778.2

入場料等

810

720

外国人観光客

2,503.4

交通費

7,317

1,793

来町時の

年代

宿泊費

2,219

日帰り

観光地点調査 （計）

100%

12.1

20.0

43.5

県内客 (n=372

80%

17.6

37.0

町外宿泊 （n=411

県外客 （n=914）

60%

47.0

日帰り （n=398）
町内宿泊 （n=519）

40%

平均(円)

全体
合計

年間観光消費 総額（町内分）
（万円）

割合

宿泊費（町内分）
９８９,９６０ ５２．
０％
交通費（町内分）
１３３,７６３ ７．
０％
入場料等
２２２,４１８ １１．
７％
５９,０８６ ３．
１％
海鮮丼
２７,８４４ １．
５％
寿司
４９,２６３ ２．
６％
焼き海産物・浜焼き
３５,１４８ １．
８％
牛タン
１６,６３９ ０．
９％
定食
４,４３２ ０．
２％
麺類
飲食
２,６７２ ０．
１％
パン類
１０,６１２ ０．
６％
ホテル等の食事
１２,４２５ ０．
７％
軽食・食べ歩き
７,２１４ ０．
４％
デザート類
５,８３４ ０．
３％
ドリンク類（アルコール）
５,１０３ ０．
３％
ドリンク類（ソフトドリンク）
９,５６２ ０．
５％
その他
１,２８３ ０．
１％
農産物（野菜・果物・花など）
７,０３２ ０．
４％
農産加工品（ジャム・ソーセージ・茶葉など）
４４,４２３ ２．
３％
水産物（鮮魚・魚介類など）
７２,５２５ ３．
８％
水産加工品（干物・練製品など）
３,４３２ ０．
２％
乳製品（牛乳・ソフトクリーム・チーズなど）
９１,５７１ ４．
８％
菓子類
おみやげ 繊維製品（衣類品・帽子・ハンカチなど）
９９７ ０．
１％
８,１４２ ０．
４％
小物類（ストラップ、お守り等）
４,７３１ ０．
２％
陶磁器・鉄器・ガラス製品
２,６２０ ０．
１％
木製の工芸品（竹細工を含む）など
９,５０９ ０．
５％
酒類
９,９５１ ０．
５％
その他
５４,２５６ ２．
９％
その他支出（町内分）
合計

1,９０２,４４４

９９.０ 億円
１３.４ 億円
２２.２ 億円

２４.６ 億円

２５.６ 億円

５.４ 億円
１９０.２ 億円
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松島町 に お け る 観 光 客 の 動 態 と 観 光 消 費 額
に つ い て 調査 を 行 い ま し た
6 月広報に引き続き、第 2 弾の今回は観光客がどのくらい買い物などで観光消費を行っているのかにつ
いてご報告します。なお、本調査では、観光地点調査と宿泊施設のアンケート調査から「日帰り」
「町内宿
泊」
「町外宿泊」の 3 つのグループに分けたクロス集計を中心に、分析作業を行なっています。

観光消費−宿泊費

観光消費−飲食費

今回の旅行の宿泊費合計では、1 〜 2 万円が 37.6%
で最も多く、次に 2 〜 5 万円が 30.8%、3 千〜 1
万円が 24.1% となっています。
町内の宿泊料金の平均では、1 〜 2 万円が 46.7%
で最も多く、次に 3 千〜 1 万円が 25.0%、その次
に 2 〜 5 万円が 24.28% となっています。

飲食した人の町内飲食額は、平均 2,114.1 円
となりました。
飲食経験と同様に、日帰り・県内客は消費金額
も少ない傾向にあります。
外国人観光客は 3,239.1 円と平均よりも飲食
の消費額が多い傾向があります。

《宿泊費（全体）》
0円

3000円

10000円

20000円

以下

以下

以下

0%

20%

観光地点調査（計）0.5
0.8
（n=1,032）

以下

40%

24.1

50000円

80%

8.0 0.0 26,739.6

32.0

30.1

6.4 0.0 23,211.8

3000円

10000円

20000円

以下

以下

以下

0%

20%

観光地点調査（計）
0.4
1.2
（n=516）

40%

50000円
以下

無回答

より上

60%

25.0

50000円
80%

46.7

平均

100%

0.0
2.5

24.2

19,103.6

0%

日程

町外宿泊 （n=599）

居住地

外国人観光客
（n=100）

10000円

以下

より上

40%

29.9
12.6
17.0

21.0

年代

70代以上 （n=134）
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1.0
6.3 0.2

1.596

22.2

32.0

1,582
1,589

1.1
4.6 0.0

1,112

40.6

0.2
3.9 0.0

1,190

36.8

0.6
5.3 0.3

1,254

1.1
7.4 0.0

1,418

2.1
7.2 0.0

1,643

1.8
6.8 0.0

1,486

0.7
3.70.0

1,160

31.0

48.4

32.7

24.6

7 月号

42.5
32.8

864.

0.0
13.0 0.0

42.1

27.5

0.8
2.70.0
1.3
6.7 0.1

49.0

35.9

17.5

16.2

52.6

36.9

21.2

14.9

871.
1,597

42.5

18.4

1,373

1.1
8.4 0.0

24.2

38.1

5000円

未満

以上

日帰り （n=527）
町内宿泊 （n=567）

県内客 (n=494
県外客 （n=988）

0%

20%

17.9

40%

30.1

20.5
25.2

16.4

26.9

30.7

20代 （n=349）

20.6

12.2

2,692.8

43.5

19.4

32.7

6.2

2,241.1

10.7 4.0

1,874.2

19.7
30.6

27.2

2,114.1
1,705.7

19.1
24.7

27.4

5.4

平均

12.7 1.5

20.1

31.3

27.3
12.9

21.0

26.4

38.7

14.8

100%

16.3

28.6

21.9

80%

30.4

38.9

13.9

10代 （n=62）

60%

7.5

2,335.6

17.7

3,239.1

12.9 3.2

1,707.7

14.3 5.2

1,966.9

30代 （n=275）

17.5

28.7

28.7

15.6

40代 （n=284）

17.3

28.5

27.8

18.0

50代 （n=247）

15.0

26.7

32.4

60代 （n=237）

12.7

32.1

28.3

70代以上 （n=86）

14.0

29.1

33.7

9.5

19.0
19.8
22.1

2,287.3

8.5

2,349.0

6.9

2,340.7

7.2

2,409.1

1.2

2,167.3

平均

47.4

50.0

20.7

60代 （n=339）

1.0
4.8 0.1

44.4
29.3

100%

1.0
2.2 0.0

45.0

28.2

50代 （n=335）

80%

43.6

27.9

11.7

30代 （n=359）

60%

36.3

27.6

20代 （n=463）

5

10000円

以下

15.2

10代 （n=87）

40代 （n=366）

5000円

以下

14.2

県内客 (n=658)
県外客 （n=1,331）

3000円

以下
20%

日帰り （n=693）
町内宿泊 （n=797）

1000円

年代

入場料や乗船代などの施設利用料については、消費
者あたり平均 1,373.0 円となりました。
日帰りでは 0 円が 27.6% と多く、平均使用金額は
871.9 円と宿泊者の半分程度となっています。

観光地点調査（計）
（n=1,721）

4000円

未満

外国人観光客 （n=62） 11.3

観光消費−入場料・施設利用料

0円

3000円

未満

町外宿泊 （n=450）

居住地

《宿泊費（町内）》
0円

日程

日程

29.5

2000円

未満

観光地点調査（計）
（n=1,287）

6.2 0.0 23,640.0

33.0

1000円

平均

100%

30.8

42.5

町外宿泊（n=518）0.6
1.4

無回答

より上

60%

37.6

0.2
町内宿泊（n=828） 0.2 16.1

50000円

観光消費のまとめ２
町内支出の内訳は、宿泊費が 52.0%（6,111 円）
、
お土産 13.5%（1,582 円）
、飲食 12.9%（1,517
円）
、入場料等 11.7%（1,373 円）
、交通費 7.0%
（826 円）
、その他 2.9%（335 円）となりました。
宿泊費
お土産
飲食費
入場料等
交通費
その他
計

6,111円 （
1,582円 （
1.517円 （
1,373円 （
826円 （
335円 （

52.0%）
13.5%）
12.9%）
11.7%）
7.0%）
2.9%）

11,744円 （

100.0%）

松島町国際交流員（CIR）

ロジャー・スミスさんが帰国します
平成２６年８月から松島町国際交流員（CIR）として勤務したロジャー・スミスさん
が３年間の任期を終了し、アメリカへ帰国します。帰国を前にロジャーさんから松島町
の皆さまへお別れのあいさつです。
This August marks the end of my three years working in
Matsushima. Shortly after I arrived in 2014 I took part in the
Umi no Bon summer festival. Looking back at the festival
pictures I took, I realize that what were pictures of strangers are now people I know from my life in Matsushima.

今年８月で私の３年間の松島勤務がおしまいになり
ます。２０１４年、松島に着いてすぐ松島の「海の盆」
に参加しました。以前の祭りの写真をもう一度見てみ
ると、当時知らなかった人が現在、松島で知り合いに
なった人だと気づかされました。

Many small interactions with people in Matsushima left a
big impression on me. The kind women of Okara Donuts
gave me invaluable hints for how to cook many vegetables
I had never seen before. I felt very warmly welcomed at
Hatsubara’s Ten Jinja festival and loved seeing the children
pulling a mikoshi on wheels while their fathers carried a real
one. At Cabin I learned what life was like in the booming
70s and 80s Matsushima while eating spaghetti Napolitan.
Ono-sensei, who runs the town’s Japanese language classes,
taught me about local culture and even Miyagi dialect while
teaching me the Japanese language.

多くの町民とのさまざまなふれあいや経験が大事な
思い出になりました。優しい「おからドーナツ」のお
ばあさんから見たことのない野菜の貴重な調理方法を
教わりました。初原地区の天神社のお祭りでは、暖か
く迎えていただきました。お父さん達が御神輿を運び、
子供達は小さい車輪付きの御神輿を引っ張っているの
が素晴らしかったです。キャビンでナポリタンを楽し
んでいると、好景気だった７０、８０年代の松島の話
をマスターからよく聞きました。町の日本語教室の小
野先生は地域の文化や宮城弁も教えてくれました。

Lastly, walking home on one night after a challenging
day, a neighbor stopped me. He thanked me for coming
to Matsushima and said I should stay in Matsushima
forever. It had long been my dream to be part of a
community in Japan but I never expected to be this
warmly welcomed.

ある日、仕事が終わり、家に歩いて帰ったら、近所
の人が私に話しかけてくれました。松島に来てくれ
て良かったとこと、そしていつまでも松島に住んで下
さいと英語で言ってくれました。ずっと日本のコミュ
ニティの一員になることが私の夢でしたが、こんなに
暖かく迎え入れてくれるなんて想像以上でした。

In just three years I feel many changes are happening
in Matsushima. When I arrived, nobody was even
talking about foreign tourism. Now the number of
visitors from abroad is more than it was pre-disaster.
I am even happier to see the enthusiasm of many local
businesses who want them to visit. I got to help more
than 20 hotels, restaurants, and temples solve
communication problems. Together we created new
websites, menus, pamphlets, signs, and practiced
simple English sentences. I may be leaving but this
important work won’t end as a new CIR, Stefan Ramos
will soon arrive in Matsushima.

ただ３年の間に新しい風が松島に吹いてきたことを感
じています。着いたばかりのころ、外国人の観光客は
まだ話題にもなりませんでした。現在、海外からのお客
さんが震災前より増えています。それよりも、松島のお
店の方々が外国人を呼びたいという熱意がありその思い
を感じられてうれしいです。今まで２０軒以上のお宿、
レストラン、お寺などとコミュニケーションのさまざま
な問題を私なりに解決してきました。一緒に新しいホー
ムページ、メニュー、パンフレット、サイン等を作成し、
簡単な英語の話しことばの練習もしてきました。私がい
なくなっても、この大事な仕事は新しい国際交流員のス
テフィン・レイモスの手で続けられます。

As for me, I am not sure what I will do next but plan to
私自身のこれからの予定はまだ未確定ですが、とりあ
be here for a little while longer. In August I will volunteer えずは、もう少しの間ここにいる予定。８月の英語のキ
with the English Kids Guides and I will get my yukata ready ッズガイドでボランティアをするつもりです。その後
for Umi no Bon. I hope to see many of you again and 「海の盆」にも参加したいので浴衣を準備するつもりで
thank you in person for all your hospitality. I will never す！もっとお話がしたくて、お世話になった感謝の気持
forget my time in Matsushima and will tell people about ちをお伝えしたいのです。これからどこに行っても、松
it wherever I go next.
島のことを忘れないで、みんなにシェアをします。
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松島流灯会

海の盆

今年も夏のお盆行事として「松島流灯会

日本三景の日記念行事
海の盆」

斎の誕生日（７月２１日）が、日本三景の日として制

を開催します。
住民や観光客が世代をこえて集い、楽しむ場を提
供します。お祭りの詳細については、広報まつしま
８月号でお知らせいたします。
● 開催日

８月１５日（火）

●場

松島海岸中央広場ほか

所

● 問合先

日本三景の名づけ親である江戸時代の儒学者・林春

実行委員会事務局（一社）松島観光協会

☎３５４-２６１８

HP：http://uminobon.jp

Facebook：https://www.facebook.com/uminobon

定されています。
「日本三景の日」を記念して、松島では１５日（土）
から１７日（月・祝）まで様々な企画をご用意してい
ます。

松島感謝レシートラリー
松島観光協会会員各施設で期間中お買い上げのレシ
ートを３枚以上、合計金額３,０００円以上お買い上げ
の各日先着３０名様に日本三景・松島のグッズをプレ
ゼントします。
● プレゼント交換所

瑞巌寺大施餓鬼会
瑞巌寺大施餓鬼会は松島で７００年以上続く伝統
行事です。山内の僧侶約５０名が一堂に会し法要が

● プレゼント引換期間

松島観光協会窓口
７月１５日（土）〜１８日（火）
午前９時〜午後５時

ノベルティの配布
松島のシンボルでもある五大堂のプリントが施され

行われます。

たミニタオルを先着１００名様に配布します。

● 開催日

８月１６日（水）

● 実施日時

７月１６日（日） 午前１１時

●場

松島海岸中央広場

● 配布場所

松島海岸中央広場

瑞巌寺

● 問合先 （一社）松島観光協会

所

● 問合先

☎３５４-２０２３

大型客船が石巻港に続々入港
５月２３日に寄港した「ぱしふぃっくびいなす」や、

☎３５４-２６１８

松島 × 塩竈 × 倉敷
合同プロモーション in Kobo パーク宮城

６月１０日に石巻へ初寄港した日本最大の豪華客船

松島町、塩竈市、岡山県倉敷市の合同イベントを開

「飛鳥Ⅱ」など、大型客船が石巻港に続々と入港しま

催します。倉敷市とは平成２５年７月に観光交流協定

した。６月１１日の「にっぽん丸」歓迎セレモニー

を締結し、観光交流及び観光振興を図るために合同プ

では、松島民謡愛好会や松島高校ダンス部のみなさ

ロモーションを行っています。

んが出演し、遠方からのお客様を華やかにおもてな

当日のイベントでは、各地域の特産品販売やマスキ
ングテープ発祥の地・倉敷市による手作り缶バッチ体

ししました。
石巻港へは今後も大型客船の寄港が予定されてお

験ブースを実施します。お買物された方には豪華賞品

り、今年は９月ににっぽん丸、１０月に飛鳥Ⅱが再

が当たるガラポン抽選会があるほか、８日（土）には、

度寄港します。

３市町の首長ステージイベントを予定しています。イ
ベントブース出店までの入場は無料です。是非お立ち
寄り下さい。
● 開催日時

７月７日（金）午後４時〜午後６時
７月８日（土）午前１１時〜午後４時

●会

場

Kobo パーク宮城

イーグルスドーム内

（仙台市宮城野区宮城野２-１１-６）
（イベントブースは、GATE８付近のイーグ
ルスドーム内です。）
▲日本最大の豪華客船「飛鳥Ⅱ」
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7 月号

● 問合先

産業観光課観光班

☎３５４-５７０８

教育インフォメーション
松島の歴史・文化・学び

宮城郡中学校総合体育大会結果
＜団体戦＞ 優 勝

・ソフトテニス女子

＜個人戦＞ 優 勝

・ソフトテニス女子
・柔道男子５０㎏級
・柔道男子８１㎏級
・柔道男子９０超㎏級
・剣道男子
・剣道女子

２ 位

・剣道女子

田瀬
蜂屋
門馬
菅原
赤間
郷古

ひなたさん・浅野 こころさん（３年生）
玲旺さん（２年生）
悠斗さん（３年生）
優輝さん（２年生）
真斗さん（３年生）
花さん（３年生）

・ソフトテニス女子 柴田 夕奈さん・鈴木 美海さん（３年生）
・卓球男子
鶴田 和大さん（３年生）
・柔道男子５０㎏級 相澤 祐太さん（２年生）
・剣道男子
丹野 晃輔さん（３年生）

３ 位

・バドミントン男子
・バドミントン女子
・卓球男子
・柔道男子５０㎏級

相澤
高橋
松樹
伊達

聡汰さん（３年生）
・バドミントン女子 佐藤綺良々さん（３年生）
唯さん・渡邉 麗心さん（３年生）
大梧さん（３年生）
康陽さん（２年生）
・柔道男子５５㎏級 小野 蒼馬さん（２年生）

＜個人表彰＞ 優秀選手賞

・バレーボール女子
松谷 秋穂さん（３年生） ・バスケットボール男子 赤間 建勝さん（３年生）
・バスケットボール女子 長峰 実希さん（３年生）

ジュニア・リーダー奮闘中！ Vol.１０
５月１４日に松島町 B＆G 海洋センターで、
「二市三町ジュニ
ア・リーダー合同研修会」が開催されました。今年は松島町の
ジュニア・リーダーが司会や進行を務めるなど、会の運営にも
携わりました。
研修会では、グループでアイディアを出し合いながら既存の
ゲームをリメイクして発表し合ったり、ダンスを教え合ったり
しながら、技術の向上や他市町との親睦を深めることができま
した。

平成

いよいよ最後の２枚となりました︒

年４月から連載を開始したこのコーナーですが︑

﹁を﹂で描かれているのは︑張り出した煙出しが特徴的

な瑞巌寺の庫裏です︒瑞巌寺では平成２０年から１００年

に１度の大修理が行われていましたが︑最後に残っていた

門や塀の修理も今年度中に終わる予定です︒修理中に発生

した震災を経て以前と変わった部分もありますが︑次の１

００年を歩み始める瑞巌寺の姿を今後も見守っていきたい

ですね︒

来月には松島を代表するイベントのひとつ︑海の﹁ぼん﹂

※かるた作成指導は安齋敦子教諭です。

が控えています︒町のみなさんの手で作り上げられたこの

荻野 櫂さん

イベントも瑞巌寺と共に未来へ繋がっていくように祈りを

込め︑結びとしたいと思います︒

赤間 心音さん

２８

魅力発見 ！ 松島まるごとかるた ⑯

二市三町のジュニア・リーダーがお互いに研鑚を積みました。
▶
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松島町社会教育委員のご紹介
５月１日から次の方々が社会教育委員に委嘱されました。
期間は、平成３１年４月３０日までです。
氏

名

主 な 役 職 名 等

（委員長）志 賀

寧

（副委員長）郡 山 宗 浩
三 品

隆

松島観光協会専務理事
元松島中学校 PTA 会長
松島第一小学校長

佐々木 清光

松島中学校長

神 成

浩 志

宮城県松島高等学校長

村 山

進

伊 藤

淳 美

元小中学校 PTA 会長・町子連副会長

千葉

伸一

松島観光協会常務理事

稲 富

慶 雲

大仰寺住職・瑞巌寺管理課長

岸

惠美子

藤 澤

美 子

倉 誠之助

宮城県サッカー協会事務局

いちょうの会役員
宮城県青少年健全育成推進指導員
元小学校長・松の実施設長

▲内海教育長から委嘱状を授与されました。

「松島発トーマス・エジソン祭り」の開催
子どもたちに「もの作り」や「科学技術」に興味・関心を持ってもらうとと
もに，偉人トーマス・エジソンのように目標を持って努力してほしいという願
いを込めて、今回初めて開催します。
●日
時 ８月１１日（金）午前９時４５分から午後０時３０分まで
●場
所 アトレ・る Hall( 松島町文化観光交流館 )
●内
容 ６つの企業や学校の協力で、実験やものづくりを体験できます。
● 参加対象 町内に住む小・中学生（保護者も参加可能です。
）
●参 加 費 無 料
● 参加団体 JAXA 角田宇宙センター、登米村田製作所（株）
ダイキン HVAC ソリューション東北（株）、東北電力（株）
宮城県石巻工業高等学校、宮城県黒川高等学校
（順不同）
● 問合先 教育課学校教育班 ☎３５４-５７１３

私立幼稚園就園奨励費補助金のお知らせ
町では、新制度に移行しない私立幼稚園に就園する園児保護
者の経済的負担を軽減し、幼稚園教育の一層の振興を図るため、
私立幼稚園の保育料等の一部を助成しています。
●対 象
①松島町に住民登録があること。
②私立の認可幼稚園（子ども・子育て支援新制度に移行してい
る幼稚園は対象外）に在園する満３歳児・３歳児・４歳児・
５歳児の園児
③保護者等の町民税の所得割課税額の合計額が２１１，２００
円以下であること。
ただし、同時就園している場合の第２子以降及び小学校１〜
３年生に兄・姉がいる場合の第２子以降については、所得制限
はありません。
● 申請方法
各幼稚園から配布される申請書に必要事項を記入し、幼稚園
に提出してください。
● 問合先 教育委員会教育課学校教育班 ☎３５４-５７１３
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第３８回
「少年の主張」仙台地区大会
中学生の真摯な思いが込め
られた発表を聞いてみません
か？松島中学校からは代表生
徒２名が発表します。
● 日 時 ７月４日（火）
午後１時３０分から
● 会 場 松島中学校 体育館
※体育館で受付を行います。
● 問合先
教育委員会教育課生涯学習班
☎３５４-５７１４

公民館の教室親子アロマテラピー体験教室受講生募集
一緒に香りの働きを学び、アロマグッズを作ります
●
●
●
●
●
●
●
●
●

日
時
場
内

時
間
所
容

７月２２日（土）
午前１０時３０分〜１２時
アトレ・る Hall( 松島町文化観光交流館 )
かおりのおはなし
アロマ石けんと虫除けスプレーつくり
材料代 親子一組 １，０００円
対 象 小学生親子１５組（先着順）
講 師 公益社団法人日本アロマ環境協会
認定アロマセラピスト
申込期限 ７月１３日（木）
申込先 アトレ・る Hall( 松島町文化観光交流館 ) 窓口
または☎３５３-３０３０まで
午前８時３０分〜午後５時（土日を除く）

▲減災〇× クイズ
▲さんあい体操を学ぶ生徒たち

〜伊達政宗書状〜

文化財で見る松島の歴史

古の文書をひもとく⑤

いにしえ

今年は仙台藩祖 伊達政宗の誕生から数えてちょ

うど４５０年の節目の年︒これを記念して︑役場の

町民スペースでは観瀾亭松島博物館所蔵の伊達政宗

み よしえちごのかみあて

書状を展示しています︒

お なり

﹁三好越後守宛 伊達政宗書状﹂は大御所 徳川秀

よしまさ

忠が政宗の屋敷へ御成を行うのに際し︑幕臣の三好

越後守可正に便宜を図ってくれるようお願いをする

手紙です︒ここからは︑政宗と三好が親しく交流し

にしいけしゅぜんのかみあて

ていた様子が見受けられます︒

ご ようぜい

りょうじょしんのうにゅうどう

﹁西池主膳正宛 伊達政宗書状﹂は伊達家より伝来

く ぬえこう

した資料です︒後陽成天皇の弟である良恕親王入道

が酒に酔った席で突然﹁薫衣香﹂を政宗へ与えると

言いだし︑冗談かと思っていたら本当に拝領したの

でお礼を直接申し上げたい︑と良恕親王入道の使者

西池にお願いをしています︒

これらはいずれも︑観瀾亭が伊達家にゆかりがあ

ることから伝来・寄贈された資料です︒ぜひご覧い

ただき︑書状からにじみ出る伊達政宗の人柄や︑松

島と政宗のつながりに思いを馳せてみてはいかがで

しょうか︒

町民スペース

● 展示場所 松島町役
場１階

︵学芸員 本木︶

▲「西池主膳正宛
伊達政宗書状」

▲「三好越後守宛
伊達政宗書状」

● 展示期間 ８月末頃
まで

:

文化・歴史・学びインフォメーション
松島の歴史・文化・学び

まつしま防災学「減災・防災教育」が開催されました

５月２６日、松島中学校体育館で１年生を対象として、まつしま防災学「減災・防災教育」が開催されました。
東北福祉大学の学生５名を講師として招き、減災・防災についての概要説明を受けた後、減災体操「さんあい
体操」、減災〇× クイズ、減災カルタが行われ、生徒たちは減災・防災の意識を高めるとともに、災害時に活用
できる知識を学びました。
減災・防災を学んだ１年生たちは、７月１０日に町内各小学校を訪問し、今回学んだことを小学生に教える予
定となっています。

観瀾亭松島博物館の展示替えを行いました。
瑞巌寺境内遺跡で見つかった参道跡の写真パネルや岩窟から出土した木

簡などを展示しています。今年生誕４５０周年を迎える伊達政宗の菩提寺

である瑞巌寺。発掘で明らかになった江戸時代の姿をぜひご覧ください。

● 展示期間

９月末頃まで（予定）

● 問合先

教育委員会教育課生涯学習班

☎３５４-５７１４
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松島灯龍流し卓球大会開催のお知らせ
●日
時 ８月６日（日） 午前７時４５分開場
●会
場 Ｂ＆Ｇ松島海洋センター体育館
● 競技種目 （１）男子個人戦：①Ａクラス（上級者）
、
②Ｂクラス（初〜中級者） ※過去Ｂクラスの優勝者は、
Ｂ
クラス出場をご遠慮ください。
（２）女子個人戦：オープン （３）ダブルス戦：男女フリー
● 競技方法 ４０ｍｍ硬式ホワイトボール使用、１１本５本セット。
全種目予選リーグ（２人勝上り）、決勝トーナメント。一部は当日抽選。 ※参加状況により、予
選を１１本３セットにする場合もあります。
● 参加資格 松島町内在住・在勤・在学者。隣接案内中学校。松島町内各小学校・中学校の卒業者。
● 参 加 料 個人戦（１人）６００円、ダブルス（１チーム）８００円 ※参加料は、大会当日、会場の受付で徴収します。
● 申込締切 ７月２７日（木）必着 ※事務局で抽選を行います。
● 申 込 先 Ｂ＆Ｇ松島海洋センター着付、松島町卓球協会宛
〒９８１-０２１５松島町高城字浜１-１ ☎３５３-３６８８ FAX３５３-３７１３

松島湾三町文化財展 〜松島町・七ヶ浜町出張展示〜
松島町・利府町・七ヶ浜町の三町に収蔵されている文化財
を、それぞれの町で巡回しながら紹介します。第一弾は、利
府町郷土資料館にて松島町・七ヶ浜町の資料を展示します。
近隣の町の歴史を知ることで、自分の町の歴史もより深く
分かってくるかもしれません。ぜひ足を運んでみてください。
● 期 間 ７月１５日（土）〜９月２４日（日）午前９時〜午後５時
※第１・第３月曜日は休館日（月曜日が祝日の場合は、火曜日）
● 会 場 利府町郷土資料館

２０１７Ｂ＆Ｇ宮城マリンスポーツフェスティバル
参加者募集
●
●
●
●
●
●
●
●

（利府町中央二丁目 11 番地 1（利府町生涯学習センター内 2 階））
● 展示資料 松島町所蔵「御船行列写」、七ヶ浜町大木囲貝塚出土縄文土器
● 問合せ 教育委員会教育課生涯学習班 ☎３５４-５７１４

未来（あした）への道１０００㎞縦断リレー
２０１７まもなくスタート！
７月２４日から８月７日までの１５日間、青
森から東京まで東日本大震災の被災地を縦断す
るリレーを開催します。７月２９日のゴールと
７月３０日のスタートは松島町役場です。参加
予定ゲストランナーは HP で公開中。
復興への想いを「たすき」でつなぐランナー
・サイクリスト達へ松島町役場での応援をお願い
します。また、SNS で「#1000 ㎞リレー」を
付けた応援メッセージも募集中です！
1000km 縦断リレー概要は HP で http://www.1000km.jp
● 問会先 運営事務局 ☎０３-３５３９-５５３９
（午前 10 時〜午後５時）
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●
●

日 時
場 所
内 容
対 象
参加費
持ち物

８月１０日（木） 午前９時〜午後２時３０分
宮城県登米市迫Ｂ＆Ｇ海洋センター
カヌー体験、ドラゴンボート体験など
小学４年生〜６年生
１人８００円（保険代、昼食代など）
水着、運動しやすい服装（着替え）
、
タオル、飲料水
募集人員 １０人程度
締切日 ７月１８日（火）
※定員になり次第締切りいたします。
移動手段 町のマイクロバスで移動します。
申込・問会先 松島町Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎３５３-３６８８

「温水プール

美遊」からのお知らせ

「温水プール美遊」では８月３１日まで休まず開館していま
す。開館時間は午前９時から午後９時までです。

・みんなで体操アウトドア
健康づくりのきっかけに、美遊スタッフと一緒にラジオ体
操をしませんか？
● 日 時 ７月１４日（金）午前１０時から
● 場 所 駐車場（雨天時は館内になります）

・7 月 17 日海の日 子供イベント＆水辺の安全教室
● 内 容 「水中玉入れ」
「すべり台」
「水辺の安全教室」など
● 料 金 子ども２００円（通常の使用料です）

・夏休み「短期水泳教室」
● 日 時 ７月２４日（月）
〜２６日（水）
午前９時３０分〜午前１０時３０分
● 対 象 ５歳〜小学生（水慣れ〜クロール１０ｍ）
● 参加費 ３,２４０円
● 問合先 温水プール美遊 ☎３５３-８５２５
（指定管理者：セントラルスポーツ（株）
）

インフォメーション
松島の歴史・文化・学び

平成２９年度松島町職員採用試験のお知らせ
平成２９年度の松島町職員採用試験を次のとおり実施します。

１ 試験区分、職種、採用予定人員及び職務内容
試験区分

職

種

採用予定人員

職

務

内

容

上
級
( 大学卒業程度 )

社会福祉士

若干名

障がい者の福祉に関する総合相談、虐待の早期発見・防止等の業務に従
事しますが、行政事務に従事することもあります。

中
級
( 短期大学卒業程度 )

管理栄養士

若干名

町民の栄養相談、健康教室等の業務に従事しますが、行政事務に従事す
ることもあります。

初
級
( 高等学校卒業程度 )

行

政

行
政
( 障がい者 )

若干名
若干名

町の政策、法務、まちづくり、福祉、産業振興など幅広く行政事務に従
事します。

２ 受験資格
試験区分

職

種

受

験

資

格

上

級

社会福祉士

昭和６３年４月２日以降に生まれた者で、社会福祉士の免許を有する者または平成３０
年３月３１日までに同資格を取得する見込みの者

中

級

管理栄養士

昭和６３年４月２日以降に生まれた者で、管理栄養士の資格を有する者または平成３０
年３月３１日までに同資格を取得する見込みの者

行
初

級

政

行
政
( 障がい者 )

平成１１年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた者で､高等学校を平成３０
年３月３１日に卒業見込みの者
昭和６３年４月２日以降に生まれた者で、かつ高等学校を卒業した者または平成３０年
３月３１日までに卒業見込みの者、並びに同程度の能力を有すると認められる者および
自力により通勤でき、かつ、介護者なしに一般事務職としての職務の遂行が可能な者お
よび身体障害者福祉法第１５条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者

３ 試験日・場所
● 第１次試験 試験日：９月１７日（日） 場所：仙台南高等学校
● 第２次試験 試験日：１０月下旬頃

４ 受験手続
所定の受験申込書に必要事項を記入の上（写真貼付）
、総務課総務管理班へ提出してください。
※初級行政（障がい者）については、身体障害者手帳の写しも必要となります。
試験の実施要領、申込書は総務課総務管理班で配布します。

５ 申込み受付期間
７月３日（月）から８月７日（月）まで（受け付け時間は平日の午前８時３０分から午後５時までです）
郵送の場合は８月７日までに到着したものまで受け付けます。
【問合先】 総務課総務管理班 ☎３５４-５７０１ ※詳細は、町のホームページにてご覧ください。

平成２９年度

宮城東部衛生処理組合職員採用試験のお知らせ

● 試験区分・職種・受験資格
・区分−上級 ・職種−行政 ・人数−若干名
・受験資格−昭和６３年４月２日から平成８年４月１日までの生まれで、大学（短期大学を除く）を卒業または卒業見込みの方
● 試験日 １次試験日 ９月１７日（日） ● 会 場 多賀城市役所
● 受付期間 ７月３日（月）〜８月７日（月）
● 申込用紙・試験案内等の配布 ７月３日（月）から組合事務局で配布します。
（郵送可）
● 問合先 宮城東部衛生処理組合 事務局総務係 ☎３６８-６０１７

税務班からのお知らせ
７月は、国民健康保険税本算定分の納税通知書が発送されます。
今年度分からコンビニエンスストア、ゆうちょ銀行・郵便局でも税金を納付できます。
（詳しくは納付書の裏面をご覧ください。）
● 問合先 税金の内容について 財務課税務班
☎３５４-５７０３
納付の相談について 財務課特別滞納整理室 ☎３５４-５９１３
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高城川護岸工事に伴う国道４５号線の規制について
次のとおり歩道部の終日通行規制（川沿い）及び車道部の夜間片側交互通行規制を実施させていた
だきますのでご協力願います。
高城大橋

規制区間及び規制時期
通行止

７月１０日〜９月２９日
役場

②明神橋〜中橋
６月２０日〜平成３１年３月２５日

松島駅

※夜間工事あり
③中橋〜松島橋
６月２２日〜８月３１日

明神橋
中橋

高城川

通行止め

①高城大橋〜明神橋

通行止

松島橋

※夜間工事あり

国道 45 号
歩道

歩道

川沿いの工事のため、歩道利用の際は国道４５号（松島町役場側）を利用していただきますよう、
お願いいたします。なお、橋については通行可能となります。
● 問合先 仙台土木事務所河川砂防第三班 ☎２９７-４１５４

町営住宅入居者募集
● 募集住宅

１戸

●所 在 地

松島町高城字水溜下５−１

●規

２ＤＫ（耐火中層構造３階建て）

格

高城町営住宅

３２５号

● 入居時家賃

３２５号

● 申込み方法

建設課管理班で申込書を受け取り、記入の上必要書類と併せて申込み

１３，０００円〜２５，５００円

※申込者が複数の場合は抽選とさせていただきます。
● 申込提出期間

７月３日（月）〜７月１４日（金）午後５時１５分まで

● 入居申込資格については直接お問い合わせ下さい。
● 問合先

建設課管理班

☎３５４-５７１５

8 月 1 日から町営バスの「役場前」バス停を移設します
国道 45 号改良工事に係る仮設道
路等の設置に伴い、役場敷地内への
バスの乗り入れが困難になるため、

松島町役場

8 月 1 日から町営バスの「役場前」

現在地

バス停を松島駅前駐輪場前に移設し
ます。

松島駅

町民の皆さまおよび利用者の方の
ご理解をお願いいたします。
● 問合先

総務課環境防災班
☎３５４-５７８２
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松島駅前
駐輪場

松島中継ポンプ場

県 道移設先
松島
停

車場

線

まちの話題

サンドウィッチマンが松島を訪れました

▲これからも松島を盛り上げていきます！
６月５日、平成２３年から松島町観光親善大使を務めるサン
ドウィッチマンの二人が松島を訪れ、櫻井公一町長と面会しま
した。櫻井町長からは町の復興状況や、松島から仙台空港と平
泉を結ぶバス路線の開設など新たな町のニュースを紹介し、サ
ンドウィッチマンの二人も真剣に聞き入っていました。

鉄道乗車マナーアップキャンペーン

石田沢防災センターにテレビを寄贈いただきました

▲櫻井町長へ目録を手渡す深松努代表取締役社長（右）
５月２５日、( 株 ) 深松組の深松努代表取締役社長が役場を
訪れ、石田沢防災センターにテレビを寄贈いただき、目録を櫻
井町長へ手渡しました。
寄贈いただいたテレビは、防災関連情報などの発信に活用さ
されます。

「 絆 感謝運動」高城町商店街清掃活動

▲乗車マナーの向上を呼びかけました
５月２５日、JR 高城町駅で松島高校生徒会の皆さんが、ポ
ケットティッシュを配付しながら、乗車マナーの向上を呼びか
けました。当日は、雨が降っていましたが、高校生の皆さん
の明るい声が駅に響き、とても爽やかな気分となりました。テ
ィッシュには、マナーへの意識を啓発するよう「あなたのマナ
ーはどうですか？」とイラスト入りでかかれていました。

▲清掃活動を行う青年部メンバー
６月１４日、利府松島商工会青年部による「 絆 感謝運動」
高城町商店街清掃活動が行われました。当日は青年部１７名が
参加し、歩道脇等のゴミを拾いました。
「 絆 感謝運動」は、災害時の復興支援活動等にて確認され
た青年部及び地域の「絆」について再認識・感謝し、さらにそ
の結びつきを地域単位で強化していくことを目的として全国の
商工会青年部が毎年行っている事業です。

バウンドテニス大会宮城県大会で優勝しました

松島モデル大撮影会

▲優勝した佐々木啓子さん（左）
５月２０日、松島町Ｂ＆Ｇ海洋センターで開催された、第２
９回バウンドテニス大会宮城県大会において、フリーダブルス
の部で佐々木啓子さん（松島）・鈴木公子さん（名取市）のペ
アが優勝しました。お二人は、９月１６日に東京体育館で開催
される全国大会に出場します。

▲松島湾を背景に
６月４日、全日本写真連盟南東北ブロックと朝日新聞が主催
する２０１７松島モデル大撮影会が、福浦島を含む松島海岸周
辺を舞台に開催されました。県内外から２３５名の写真愛好家
の方が参加し、晴れ渡った空の下、松島湾を背景に５人のモデ
ルを被写体としてシャッターを切りました。
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「おもてなしの芸能」が開催されました
６月１３日と１４日に、アトレ・る Hall（松島町文化観
光交流館）などで町内の小学生を対象として、２０２０年
東京オリンピック・パラリンピック企画「おもてなしの芸
能」が開催されました。
日本の伝統芸能の落語やマジックが実演された会場には、
子どもたちの真剣なまなざしや笑い声があふれていました。

観光インフォメーション展示のお知らせ
アトレ・る Hall（松島町文化観光交流館）１階の観光イ
ンフォメーション内にて、写真クラブ松島の写真展を開催
します。ファインダーを通して見える普段とは違った松島
の一片をお楽しみ下さい。
また、同会場にて平成２８年度の松島第一小学校３年生
が作成した松島カルタの展示も開催します。子供たちの感
性が切り取った色々な「松島」をぜひご覧下さい。
● 期 間 ７月４日（火）〜７月３１日（月）

▲鳴り物の演奏を行う子どもたち

本 の 宝 箱 （図書室からのお知らせ）
≪話題の本≫
「 失 踪 者 」 下村 敦史 著
2016 年、ペルー。山岳カメラマンの真山は単身シウラ・グランデ峰を
登っていた。10 年前、クレバスに置き去りにしてしまった親友・樋口を
迎えに来たのだ。クレバスの底に降り立ち、樋口を発見した真山だったが、
その遺体を前に驚愕する。極寒のクレバスに閉じ込められた遺体は、歳を
取ることなく凍りついてしまうはず。しかし、樋口は明らかに 10 年前よ
り年老いていたのだ ! まさか、樋口はあの時生還していたのか ?
親友が過ごした謎の 歳月 。真相にたどり着いたとき、あなたはきっ
と胸を熱くする。

＊夏の課題図書は今月下旬を予定しています＊
《夏のお話し会スペシャル》

《新 着 本》
「 十二人の死にたい子どもた 」 冲 方

丁 著

「 我ら荒野の七重奏 」

加納

朋子 著

「 あさ美さんの家さがし 」

黒野

伸一 著

「 賢女の極意 」

林

「 湖底の城 6 」

宮城谷 昌光 著

「 静かな雨 」

宮本

真理子 著

奈都 著

《児童書の新着本》
りとう ようい 作

「 どうじょどうじょ 」
「 おやすみ、エレン 」

カール＝ヨハン・エリーン 作

７月１５日（土）１０:３０〜 2 階 集会室
絵本やパネルシアターのほか、もりだくさん !!
ちょっぴりおみやげもあるよ！おたのしみにね♪

《児童書展示会》

７月２１日（金）〜８月２日（水） 1 階キッズルーム
宮城県図書館から昨年刊行された絵本 400 冊を
お借りして展示しています！見に来てね！

《図 書 室》
○平 日
午前１０:００〜午後６:００
○ 土・日・祝日
午前１０:００〜午後４:００
○ 休館日
月曜日、月曜日が祝日の場合は翌日
今月は３日・１０日・１８日・２４日・３１日が休館。
○ 問合先 勤労青少年ホーム ☎３５４-４０３６

〜６月敬老祝い金贈呈者〜

寄付寄贈

米寿おめでとう

15

◆ 丹野

五郎さん（磯崎）

ヨシイさん（手樽） ◆ 菊地

寛さん（松島）

◆ 櫻井

カツヨさん（初原） ◆ 奥村

正さん（松島）

◆ 上総

道子さん（高城）

◆ 松本

トキコさん（松島） ◆ 小泉

良子さん（初原）

◆ 小松

たかじさん（本郷）
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◆ 池田

・身体障害福祉充実のため
寄

付

柴田啓一様
４,０１４円

航空学生

自衛官募集

● 応募資格 海：１８歳以上２３歳未満の者
空：１８歳以上２１歳未満の者
● 受付期間 ７月１日（土）〜９月８日（金）
※各種目試験日については受付時にお知
らせします。

陸・海・空自衛官候補生
● 応募資格 １８歳以上２７歳未満の者
● 受付期間 男女とも、年間を通じて行
っています。
● 試験日 ７月２９日（土）
※７月２１日受付締切り

自衛官等募集説明会のお知らせ

一般曹候補生
● 応募資格 １８歳以上２７歳未満の者
● 受付期間 ７月１日（土）〜９月８日（金）

● 日 時 ７月２９日（土）、３０日（日）
１回目 午前１０時３０分〜
２回目 午後２時〜（約１時間程度）
● 場 所 石巻地域事務所
ご父兄の方の参加も可能です、お気軽
にお越しください。

● 問合先 自衛隊宮城地方協力本部 石巻地域事務所
☎／ＦＡＸ０２２５-８３-６７８９

宮城県警察 警察官募集のお知らせ
警察官の募集日程は以下のとおり。

警察官Ｂ（大卒以外）
● 募集期間 ７月２８日（金）
〜
８月２５日（金）
● 問合先 塩釜警察署警務課
☎３６２-４１４１
松島交番
☎３５４-２０２４

松島の相談窓口
相談事業

日 時

場所・主催

対 象

内 容 等

問 合 先

弁護士による無料
法律相談(予約制)
弁護士 小川真儀

7月11日(火)
午前10時〜午後5時

役場会議室

町 民
1人原則30分

多重債務問題、離婚問題、相続問
題など。相談は無料で秘密厳守し
ます

企画調整課
☎354-5702

人権なんでも相談
行政相談

7月4日(火)
8月1日(火)
午前10時〜午後3時

役場会議室

人権擁護について

町民福祉課福祉班
☎354-5706

行政相談について

企画調整課
☎354-5702

町 民

消費生活相談

消費生活相談について

産業観光課産業振興班
☎354-5707

生活保護に関する相談

町民福祉課福祉班
☎354-5706

生活保護相談
(予約制)

7月6日(木)・20日(木)
午前10時〜午後3時

役場3階会議室

不登校電話相談

平日
午前10時〜午後4時

宮城県総合教育
センタ−

児童生徒・保護者など

学校不適合に関する悩みなどについて

宮城県総合教育センター
不登校相談ダイヤル
☎784-3567

就学指導相談

平日
午前8時30分〜午後5時

役場２階

保護者など

特別支援学級などに関する相談

教育課学校教育班
☎354-5713

健康電話相談
高齢者に関する
電話相談
育児電話相談

平日
午前8時30分〜
午後5時

保健福祉センタ−
どんぐり

平日
午前8時30分〜午後5時

児童館

健康に関する相談
町 民

高齢者の介護 ・生活等に関 する相
談

地域包括支援センター
☎354-6525

育児・遊び・しつけ等に関する相談

児童館
☎354-6888
健康長寿課健康づくり班
☎355-0703

こころの相談(予約制)

7月は、松島町での相談はありません。
近隣の市町村での相談を紹介することも
できますので、お問い合わせください。

こころの問題 を抱えた本人 や家族
の相談

ひきこもり・思春期
こころの相談(予約制)

7月4日(火)
午後1時30分〜
午後4時30分
7月12日(水)
午後1時〜午後4時

ひきこもりや、思春期の心の問題を
抱えた本人や家族の相談

アルコ−ル・薬物
相談(予約制)

塩釜保健所管内に居住
する方

7月は、松島町での相談はありません。
近隣の市町村での相談を紹介することも
できますので、お問い合わせください。

ＨＩＶ・クラミジア抗体検査、 7月5日(水)・19日(水)
肝炎検査、梅毒抗体検査、 午前9時30分〜
午前11時30分
骨髄バンク登録受付
7月12日（水）
青年期ひきこもり家族会
午後1時〜午後4時
(申し込み制)

女性の健康相談

塩釜保健所

7月8日(土)
午後2時〜午後4時
7月29日(土)
午後2時〜午後4時

障害者（児）一般相談
平日
（委託事業）
午前9時〜午後5時

宮城県精神保健福祉
県内在住で、ひきこもり
センタ−
などの悩みを持つ家族の方
２階（デイケア室）

塩釜市市民交流センター
障がい者相談
支援事業所とも

塩釜保健所母子・障害第二班
☎365-3153

アルコールや 薬物の問題を 抱えた
本人や家族の 相談

塩釜保健所

石巻市労働会館

健康長寿課健康づくり班
(保健師・栄養士)
☎355-0703

女性で健康や身体の不調、
育児などにお悩みの方
身体・知的・精神などに障
害のある方やそのご家族

検査実施日の 前日までに予 約をお
願いします。
検査は原則無料です。

塩釜保健所疾病対策班
☎363-5504

ひきこもりなどの悩みを持つ方への
関わり方、支援方法などのグル−
プワ−クや講義など(お茶代など実
費負担あり)

宮城県ひきこもり地域支援センター
☎0229-23-0024

女性の健康について女性医師が相談を
お受けします。（完全予約制・無料）

宮城県女医会女性の健康相談室
☎090-5840-1993

福祉サ−ビス利用などに係る相談提供 障がい者相談支援事業所とも
松島事業所 ☎７６６-８１１６
などの援助相談。
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くらしの
情報
7月の納期限
町税などの納付は、安全で便利な口
座振替がおすすめです。
● 納期限 ７月３１日（月）
● 固定資産税 ２期
● 国民健康保険税 ４期
● 後期高齢者医療保険料 １期
● 問合先
税金の内容については
税務班 ☎３５４-５７０３
納付の相談については
特別滞納整理室 ☎３５４-５９１３
後期高齢者医療保険料については
町民サービス班 ☎３５４-５７０５

国民健康保険被保険者証兼
高齢受給者証の交付について
国民健康保険加入者で今月７０歳に
なる方（７月２日〜８月１日生まれ）
へ、高齢受給負担割合が記載された国
民健康保険者証を郵送します。
なお、現在お持ちの被保険者証につ
いては、有効期限が過ぎましたら各自
破棄していただきますようお願いします。
● 発送日 ７月２７日（木）
● 問合先 町民福祉課町民サービス班
☎３５４-５７０５

＜名取実習場＞

CAD・NCオペレーション科（16）
溶接施工科（15）
機械加工技術科（15）
● 訓練期間

＜名取実習場＞

６か月 ９月１日（金）〜３月５日（月）
● 受講料 無料（テキスト代等は自己負担）
● 募集期間

＜名取実習場＞

７月３日（月）〜８月４日（金）
※居住地を管轄するハローワーク（公
共職業安定所）を通じ申込み下さい。
● 入所選考日
＜名取実習場＞ ８月１０日（木）
● 問合先 ポリテクセンター宮城 訓練課
＜名取実習場＞ ☎７８４-２８２０

住まいの復興給付金申請に関する相
談会を開催します。申請にかかる相談
やご質問に相談員が直接お答えします。
参加無料です。
※「住まいの復興交付金」は、東日本
大震災で被災した住宅の所有者が、消
費税率８％引き上げ以降に、住宅を購
入・補修し居住する場合、一定の要件
を満たせば消費税増税分（最大約９０
万円（建築・購入の場合））相当の給
付が受けられる制度です。
● 開催日 ７月２３日（日）、７月２４日（月）
● 開催時間 午前１０時〜午後４時
● 開催場所 石巻市役所５階市民サロン前
● 問合先 ☎０１２０-２５０-４６０

松島交番からのお知らせ！
夏休みは、海水浴やお祭りなどの楽し
いイベントがある反面、子供による深夜
徘徊、喫煙などの非行が多くなります。
また、学校内外を問わず様々な人と出会
う機会が多くなる他、インターネットを
通じて覚醒剤や麻薬などの違法薬物に手
を出してしまう危険性もあります。
大麻による検挙数は過去５年で最多で、
若者を中心に増加しています。これらの
犯罪や非行に走らないためには誘惑に負
けない強い心が必要です。

休日・急患診療のご案内

返しきれない借金で悩んでいませんか？

松島病院

7 月号

早期再就職に向けた職業訓練を実施し
ております。
● 募集訓練科名（定員）

住まいの復興交付金

診療場所

広報まつしま 2017

ポリテクセンター宮城
「公共職業訓練≪ハロートレーニング〜急がば学べ〜≫
平成２９年９月入所受講生募集のご案内」

東北財務局では、地域貢献の一環として
「出前講座」を行っています。小・中学生、
高校生向けの講座ではキャリア教育を織り
込みながら、「体験型」を通してお金の大
切さを学んでいただきます。また、高齢者
向けの講座では振り込め詐欺などの手口や
対処法を、寸劇・歌・カルタを用いた「参
加型」で楽しく説明します。費用は無料で、
少人数でも伺います。まずは電話で、お気
軽にご相談下さい。
● 実施期間 月〜金（祝日、年末年始を除く）
● 場 所 申込みする団体で用意してください
● 対 象 学校・PTA行事、研修会、町内
会、老人クラブなどの各種会合
● 問合先 東北財務局 金融監督第三課
☎２６３-１１１１（内線３０６１、３１９９）

東北財務局からのお知らせ

東北財務局では、クレジットカードやロ
ーンなどの借金返済に関する相談に応じて
います。
専門相談員が相談者のお悩みを丁寧にお
聞きし、問題の解決に向けアドバイス等を
行うとともに、必要に応じて弁護士・司法
書士などの専門家に引継ぎを行っています。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。
まずはお電話で、お気軽にご相談下さい。
● 対 象 借金返済でお悩みの個人の方
（自営業者の方を含む）
● 受付時間 月〜金（祝日、年末年始を除く）
午前９時〜正午、午後１時〜午後５時
（原則として）
● 問合先
東北財務局 金融監督第三課 多重債務相談窓口
☎２６６-５７０３（直通）
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もう少し知っておきたい「お金」のこと

塩釜地区
休日急患
診療センター

診療日
日曜・休日（国民の祝日）
年末・年始（12月31日〜1月3日）
日曜・休日（国民の祝日）

受付時間

診療科目

昼夜間

内科

8:45〜11:30

年末・年始（12月31日〜1月3日）

13:00〜16:30

土曜日（休日に当たる日を除く）

18:30〜21:30

内科・小児科
小児科
（１５歳まで）

●問合先 松島病院 松島町高城字浜1-26
☎354-5811
塩釜地区休日急患診療センタ− 塩釜市錦町7-10
☎366-0630

歯科休日診療
７月 ２日 （ 日 ） ファミリア歯科

松島町高城字町147-6

☎ ３５５-６８６０

７月 ９日 （ 日 ） なかよしデンタルクリニック 多賀城市八幡1-2-18

☎ ３６６-８２４１

７月１６日 （ 日 ） ABEデンタルオフィス

宮城郡松島町高城字町151-4

☎ ３５３-９９８０

７月１７日 （月・祝日） 玉川歯科医院

塩釜市玉川2-6-9

☎ ３６６-５１５５

７月２３日 （ 日 ） はやしデンタルクリニック 多賀城市高崎2-15-6

☎ ７９４-７６４４

７月３０日 （ 日 ） 多賀城駅北口歯科

☎ ２５３-７４６８

多賀城市中央2-8-1-1F

身近な相談役である民生委員児童委員をご紹介します
民生委員児童委員は、高齢者や障がいのある方の福祉に関することや子育ての不安など様々な相談を受け、福
祉サービスを提供する専門機関や行政とのつなぎ役として活動しています。相談を受ける際には相談者の人権を
尊重し、内容や個人の秘密は守られますので、安心して相談して下さい。
７月号は磯崎区の民生委員児童委員をご紹介します。

●磯崎１・磯崎３
西村武子さん

●磯崎４・磯崎７
白鳥征幸さん

●磯崎２・磯崎８
大山憲一さん

●磯崎５
磯田昭平さん

●磯崎９
髙橋秀年さん

●磯崎６
石垣俊彦さん

●磯崎１０
木皿壽子さん

●磯崎１１
福田 修さん

東日本大震災 女性のための面接相談（内閣府「東日本大震災による女性の悩み・暴力相談事業」）
内閣府と宮城県では、東日本大震災の被災者が抱える様々な悩みや不安をお聴きし、その解消に向けた取組を一緒に
考えることにより、具体的な問題解決に繋げるため、電話及び面接による相談を行っています。震災が原因で様々な問
題を抱える方々、被災者自身や被災者を支援している方々の悩み等、一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

【相談実施日】
実施場所

実 施 日

相 談 時 間

予 約 受 付

宮城県庁

月〜金曜日

８:３０〜１６:４５

宮城県庁
（男性相談）

水曜日

１２:００〜１６:００

みやぎ男女共同
参画相談室

石巻市役所

第３水曜日

１０:３０〜１７:３０

市：地域協働課

０２２５-９５-１１１１
内線４２３３

法テラス東松島

第２・４金曜日

１０:００〜１６:００

法テラス東松島

０５０-３３８３-０００９

０２２-２１１-２５７０
０２２-２１１-２５５７

● 問合先 総務課総務管理班 ☎３５４-５７０１
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視覚障害者および弱視の方向けの
朗読 CD 配布のお知らせ
県政だより・広報まつしま・
議会だよりなどの朗読 CD を毎月
作成し、ご希望の方へ無料で配布
しています。
ご希望の方は町民福祉課福祉班
までお問い合わせください。
● 問合先 町民福祉課福祉班

視覚障害者情報交流会の開催
情報交流会では、障害者差別解消法についての講演
や、生活に便利な用具などを紹介します。参加費は無
料です。
● 日 時 ７月２４日（月）午後１時〜午後４時
● 場 所 東松島市役所 ２階 ２０２会議室
● 対象者 視覚に障害のある方やそのご家族、視覚
障害者支援に興味のある方
● 問合先 宮城県視覚障害者情報センター

☎３５４-５７０６

☎２３４-４０４７

児童手当の現況届について
児童手当を受けている方は、毎年６月に現況届を提出していた
だく必要があります。
この届は、毎年６月１日における状況を記載していただき、手当
を継続して受けることができるかどうかを確認するための手続き
です。手続きの必要な方に対しては現況届をすでに郵送していま
すが、まだ提出されていない方は、早急に提出をお願いします。
期限内に提出がない場合、手当の支給が一時差止めになる
こともあるので、ご注意ください。
なお、郵送でも受付しておりますので、下記の提出先まで
郵送してください。
● 提出先 町民福祉課こども支援班
松島町高城字帰命院下−１９の１
● 問合先 町民福祉課こども支援班 ☎３５４-５７９８

国民健康保険の
介護保険被保険者適用除外について
国民健康保険に加入している４０歳以上
６５歳未満の方（介護保険の第２号被保険
者）で、介護保険適用除外施設（障がい者
入所施設など）に入所している場合、国民
健康保険税の介護保険分納付が不要となる
制度があります。この場合、世帯主の方か
らの届出が必要となります。該当する場合
は町民福祉課町民サービス班へ届出をして
下さい。
● 問合先 町民福祉課町民サービス班
☎３５４-５７０５

第６７回社会を明るくする運動
社会を明るくする運動 では、〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力〜を今年の重点目標とし、
犯罪や非行をした人を社会から排除・孤立するのではなく、再び受け入れることが自然にできる社会にするため
の取り組みを行います。

実施委員会
●
●
●
●

日 時
場 所
内 容
その他

７月５日（水）午後１時３０分〜午後３時
アトレ・る Hall( 松島町文化観光交流館 )※入場無料
講演「少年鑑別所の業務について」仙台鑑別所次長 阿部哲 氏
会議終了後、松島字普賢堂周辺から松島海岸駅前まで街頭運動を実施します。

学校訪問
● 日 時 ７月１１日（火）午前８時３０分から
● 訪問先 各小学校、中学校、松島高校
● 訪問予定者 保護司会代表、更生保護女性会代表など

「社会を明るくする運動」作文コンテスト

※街頭キャンペーン
７月１１日
（火）
に松島中学校校門
（午前７時３０分〜）
・松島高校校門（午前８時〜）で「声かけ運動」を実施
します。

宮城県内の小中学生を対象とした作文コンテストを今年度も実施します。応募された作品は、宮城県推進委員
会において審査し、優秀作品小学生の部、中学生の部それぞれ上位３点が選出され、中央推進委員会（全国）に推
薦されます。
● テ−マ 家庭生活、学校生活の中で体験した事を基に、犯罪や非行のない地域社会づくりや犯罪、非行をした
人の立ち直りについて考えたこと、感じたことなどを題材とする。
● 申込方法 各学校経由で、松島町町民福祉課に応募してください。原稿枚数は、４００字詰め原稿用紙３〜４
枚程度。応募作品は、自作・未発表のもので、原則手書きとします。※応募締切日 9 月 1 日（金）
● 問合先 町民福祉課福祉班 ☎３５４-５７０６
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7 月号

被保険者証（保険証）の更新について〜８月１日から保険者証の有効期限が変わります〜
国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方へ、７月中旬から下旬にかけて簡易書留で
郵送します。不在時には不在連絡票が投函されますので、松島郵便局で引換えの手続きを７月３１日までにおこ
なって下さい。また、国民健康保険をお持ちの方で住所地以外にお住まいで郵便局に転送届を提出している方は、
保険証が転送されません。町民福祉課町民サービス班までご連絡下さい。

国民健康保険被保険者証
被保険者証の色が水色から緑色に変わります。８月以降に医療機関受診の際には、緑色の被保険者証を提示して
下さい。有効期限が７月３１日となっている緑色の被保険者証は、８月になりましたら処分して下さい。
● 郵送について

世帯ごとに簡易書留で郵送します。

● 限度額認定証について 「限度額認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」も更新となりますので窓
口で申請してください。（持参するもの：印鑑、被保険者証、マイナンバーの分かるもの）
● 一部負担免除証明書について

該当となった方には被保険者証に「松島町国民健康保険一部負担金免除証明

書」を同封します。

後期高齢者医療被保険者証
被保険者証の色が水色からオレンジ色に変わります。８月以降に医療機関受診の際には、オレンジ色の被保険
者証を提示して下さい。有効期限が７月３１日となっている水色の被保険者証は、８月になりましたら役場へ返
却して下さい。
● 郵送について

個人ごとに簡易書留で郵送します。

● 限度額認定証について「医療限度額適用・標準負担額認定証」をお持ちの方で該当する方には同封しますの
でご利用下さい。
● 一部負担金免除証明書について

後期高齢者医療一部負担金免除については平成２８年３月３１日をもって

終了しています。
● 問合先

町民福祉課町民サービス班

☎３５４-５７０５

国民年金保険料の納め忘れがある皆さんへ
平成２７年１０月から平成３０年９月までの３年間に限り、納付可能期間を５年に延長しています。
○ 平成２７年１０月１日から３年間に限り、過去５年分までさかのぼって納められます。
年金を受給している方などは対象外
○ ３年以上さかのぼって保険料を納付する際は加算金がかかります。
○ 後期保険料の納付には、事前の申し込みが必要です。
● 問合先

仙台東年金事務所

☎２５７-６１１１

町民福祉課町民サービス班

戦没者等のご遺族の皆様へ
第十回特別弔慰金の請求期限は平成３０年４月２日までです
請求期限を過ぎますと、第十回特別弔慰金を受ける権利がなく
なります。

第３４回松島町戦没者追悼式
式典の開催について
多くの亡くなられた戦没者に対し御冥福を

● 支給対象となる方
平成２７年４月１日（基準日）時点で、
「恩給法による公務扶
助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」など
を受ける方（戦没者の妻や父母等）がいない場合に、ご遺族一
人に支給。

お祈りすべく式典を挙行します。
●日

時

８月４日（金）午前１０時

●会

場

( 株 ) ごんきや柊会館

※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係があった
方に限る。
● 支給内容

第十回特別弔慰金国庫債券い号
( 額面２５万円５年償還）

● 問合先

町民福祉課福祉班

☎３５４-５７０５

（松島字普賢堂４４−１）
● 問合先

松島町遺族会

会長

石川征一

☎３５４-２１０８

☎３５４-５７０６
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介護者交流会のお知らせ

介護保険負担限度額認定証についてのお知らせ

● 日 時 ７月１８日（火）
午前１０時〜午後１時
●場 所

保健福祉センター

● 内 容 ・日頃の介護についての情報交換
・昼食懇談会

介護保険施設に入所している方やショートステイを利用
している方で、本人と配偶者および世帯全員が住民税非課
税で、本人の預貯金等の合計が１,０００万円以下（配偶者
がいる方は夫婦で２,０００万円以下）の場合は食費・居住
費の負担が軽減されます。
６月１日現在で認定証をお持ちの方には、申請書を送付

● 対象者 介護を行っている方

していますので、該当する方は、申請書類の提出をお願い

● 参加費 ３００円

します。また、新たに該当する方は、申請が必要ですので

● 申込期限 ７月１３日（木）まで

下記までお問い合わせください。

● 申込・問合先 健康長寿課高齢者支援班

● 問合先・申請先 健康長寿課高齢者支援班

☎３５４-６５２５

〜認知症相談をご利用ください〜
毎月 1 回、松島町認知症地域支援推進員による
認知症相談を実施しています。認知症の不安があ
る方、認知症の方の介護で悩んでいる方など、お

☎３５５-０６７７

平成２９年度高齢者世帯タクシー利用助成事業に
ついてのお知らせ
平成２９年度高齢者世帯タクシー利用助成事業の申請期

気軽にご相談ください。相談をご希望の方は事前

間は９月２９日（金）となっています。対象の方で、まだ

に下記までお電話ください。

申請していない方は早めに手続きを行うようお願いいたし

● 日 時 7 月 3 日（月）
、8 月 1 日（火）

ます。

午前 10 時〜 12 時
● 場 所 松島町高城字町 53 SaKuRa（さくら）カフェ
● 問合先 グループホーム桜の家
（内海）
☎３５５-０３９６

● 申請場所

健康長寿課高齢者支援班（保健福祉センター）
● 問合先

精神疾患を持つ人を身内に
抱える家族のつどい

● 実施期間

統合失調症、うつ病、躁うつ病等の精神疾

● 対象者

も多いかと思います。家族の日頃の悩みなど

☎３５５-０６６６

７月１８日（火）〜１１月３０日（木）

※マンモグラフィ（乳房エックス線撮影）検査は日時指定と
なります。指定日時をご確認下さい。
平成３０年３月３１日時点で偶数年齢になられる４０歳以上の女性

● 受診料金

自己負担２,５００円

● 受診方法

申込みをした方には受診券を送付します。

受診券に記載している指定日時で松島病院でマンモグラフィ

を話したり、一息つくことができるような集

検査を受け、その後、視触診及びフィルム読影実施医療機関

まりを行います。

を受診していただきます。

●日

時

７月２７日（木）
午後１時３０分〜午後３時

●場

所

● 問合先
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健康長寿課高齢者支援班

乳がん検診のお知らせ

〜ほっと一息つきませんか〜

患を持つ人を身内に抱える家族の方はご苦労

町民福祉課福祉班（役場 1 階）

● 指定日時の変更

指定日時で都合が悪い場合は、事前に宮

城県医師会健康センターに連絡し、日時の変更を行って下
さい。

保健福祉センターどんぐり

※宮城県医師会健康センター

健康長寿課健康づくり班 （保健師まで）

平日午前９時から午後５時３０分まで

☎３５５-０７０３

● 問合先

広報まつしま 2017

7 月号

☎２５６-８６０２

健康長寿課健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）
☎３５５-０７０３

松島ケアハウス入居者募集！

（保健福祉センターどんぐり向かい）

◆個室（和・洋室）◆夫婦部屋
松島ケアハウスでは、現在入居者を募集しています。高齢者向けに整備されたお部屋は清潔で開放的。
充実したセカンドライフが送れます。

●入居対象者
・高齢などの理由により、ご自宅での生活に支障を感じている方。
・身の回りのことは自分でできる方。・年齢が６０歳以上の方
※ご夫婦で入居希望の方は、一方が６０歳以上であれば入居できます。
※特別養護老人ホ−ムの入所対象となるほどの介護が必要とされる方は利用できません。
※利用料などの入所に関するお問い合わせは、松島ケアハウスまで。
● 問合先 松島ケアハウス ☎３５３-２８０８

夏休みを利用して予防接種を受けましょう
まもなく夏休みに入ります。夏休みを利用して、麻しん・風しん、二種混合、日本脳炎等の予防接種の受け忘
れがないか確認しましょう。特に幼稚園、保育所等の年長児のお子さんは、麻しん・風しん予防接種（2 期）の
対象者となっており、定期接種は平成 30 年 3 月末迄ですのでご注意下さい。
また、日本脳炎の予防接種については、平成 9 年 4 月 2 日以降に生まれた 20 歳未満の方で、受けていない
方は定期接種として受けることができます。
・予診票は予防接種手帳に入っています。転入等でお持ちでない方は下記までお問合せ下さい。無料で接種でき
る期間を過ぎると全額自己負担となります。
・接種の際は、予診票と母子健康手帳、保険証をお持ちください。
● 問合先 健康長寿課健康づくり班 ☎３５５-０７０３

３０分で E-Style クラブがスタートしました！
◎３０分で E-Style（いいスタイル）クラブとは？
保健師又は管理栄養士が、あなたの体力や目標にあわせて、
効果的で無理のないトレーニングメニューを提案します。不安
や疑問を解消して、マイペースでトレーニングを始めましょう！
現在、２３人の方がチャレンジしています。
● 実施期間 ６月から８月までの木曜日
午前９時・１０時・１１時の３コース（予約制）
●場
所 保健福祉センターどんぐり 健康増進ホール
●対
象 特定健診を受けている方
●内
容 マシントレーニング、健康器具を使った運動、
ストレッチなど
●参 加 費 無 料

◎E-Style（いいスタイル）クラブに参加するには？
電話で日時を予約してください。
１コースの定員は５名（先着順）です。

申込み・予約
オリエンテーション

E-Style 受講票の記入、健康チェック（血圧測定・体調の確認）
マシンや健康器具の使い方、トレーニング方法などの説明を行います。

小学生の元気っ子クラブ
参加者募集！！
お料理が大好きな子も、はじめてお料理す
る子も、楽しくておいしい「元気っ子クラブ」
に参加してみませんか？親子での参加も大歓
迎です。
●日

時

７月２5 日（火）
午前１０時〜午後１時

●場

所

アトレ・る Hall
（松島町文化観光交流館） 調理室

●対

象

町内の小学生（先着２０人）

●内

容

食べものと栄養の話、調理実習

● 参加費

１人

● 持ち物

エプロン、バンダナ、ふきん、

３００円 （材料代）

上履き

トレーニング

目標にあわせたトレーニングをアドバイスします。
運動や健康に関する相談もできます。

● メニュー

タコライス、スープ、デザート

● 申込・問合先

次回の予約
● 申込・問合先

次回の予約を入れて、１回目のレッスンは終了です。

健康長寿課

健康づくり班

栄養士

健康長寿課健康づくり班

☎３５５-０７０３

☎３５５-０７０３
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町外から定住を目的として住宅を購入する方や住宅再建における補助金申請はお済みですか？
町では、町外在住者で定住（５年以上住民登録する方）を目的として町内に住宅を取得する場合（平成２３年
３月１１日以降）
、または町内の方で東日本大震災により被災し住宅を再建（修善・改築・増築は対象外）する場合、
次の補助金を利用することができます。補助対象に該当すると思われる方は、下記問合先までご連絡下さい。
（※すでに補助金を申請している方は対象外です。）
（※平成２３年３月１１日以前に転入した方または住宅を再建した方も対象外となります。）

・松島町復興支援定住促進事業補助金
対象者は次の要件をすべて満たす方です
① 町民で震災により住宅が半壊以上の方、または町外から松島町に転入する方。
② 平成２３年３月１１日以後に定住（５年以上住民登録する方）を目的として、町内に新築または中古住宅を
取得する方。
③ 納付すべき町税等の滞納がない方。（転入者の方は従前住所地において市町村税等の滞納がない方。）

・松島町津波被災住宅再建支援事業補助金
対象者は次の要件をすべて満たす方です
① 震災時、津波浸水区域内で持ち家に居住していた方。
② 住宅が半壊以上の被害を受けた方。
③ 町内に住宅を取得する方。
④ 震災に伴う他市区町村の「がけ地近接等危険住宅移転事業補助金（移転費を除く）」および「東日本大震災復
興基金交付金による住宅再建支援制度」等を受けていない方。
⑤ 納付すべき町税等の滞納がない方。（転入者の方は従前住所地において市町村税等の滞納がない方。）

・松島町宅地かさ上げ等事業費補助金
対象地域
震災による地盤沈下の影響を強く受けた沿岸部で、町が雨水浸水の恐れがあるとして定めた地域。
対象者は次の要件をすべて満たす方です
※宅地等が公共事業等により盛土等のかさ上げ工事が行われている場合は対象外です。
① 被災者で、住家・事業所の建物または宅地が受けた損害の程度が一部損壊以上または特に町長が認めた方。
② 震災による地盤沈下の影響を強く受けた沿岸部で、町が雨水浸水の恐れがあるとした地域において、宅地の
かさ上げ等の防災対策工事を実施した方。
③ 納付すべき町税等の滞納がない方。（転入者の方は従前住所地において市町村税等の滞納がない方。）
● 問合先

企画調整課

☎３５４-５７０２

わが家は地震に大丈夫？
昭和５６年５月以前に建てられた住宅は、強い地震で倒壊する危険があります。これまでの地震によるダメ
ージの蓄積や、経年による劣化もあることから、次の強い地震には耐えられないかもしれません。補助制度を
利用して、まずは耐震診断をしてみませんか。

①木造住宅耐震診断助成事業
専門家を派遣して住宅の耐震診断を行い、耐震補強が必要な場合は改修計画案を作成します。
●対
象 昭和５６年５月３１日以前に着工された木造戸建て住宅
●費
用 自己負担額８,３００円（延べ床面積が２００㎡をこえる場合は割増）
耐震診断には１４８,３００円かかりますが、１４０,０００円を助成します。
● 募集件数 ５件（先着順）

②木造住宅耐震改修工事助成事業
●対

象

町の耐震診断助成事業の結果耐震性が不十分とされた住宅で、改修計画に基づき耐震改修工事
を行う住宅または町内で建替工事を行う住宅（年度内に完成するもの）
●補
助 工事費の３分の１（上限５５万円）を助成します。
● 募集件数 ２件（先着順）
【問合先】建設課管理班 ☎３５４-５７１５
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松島町交通安全指導員募集
交通安全指導員は町長から任命を受け、
交通秩序の保持および交通事故防止を目
的に交通安全指導を行います。
● 活動内容
街頭指導 ( 登校出勤時間。平日のみ月 4
回程度 )、交通安全教室、交通指導など。
● 報酬・福利厚生
年報酬・出動手当支給。公務災害補償あり。
● 問合先

総務課環境防災班
☎３５４-５７８２

７月１７日（月・祝日）「海の日」
のゴミ収集実施について
年４回あるハッピーマンデー（海の
日・敬老の日・体育の日・成人の日）
については、『燃えるゴミ』の収集を
実施します。
● 対象地区
松島地区・磯崎地区・手樽地区
● 移動祝日
７月１７日（月）海の日
９月１８日（月）敬老の日
１０月９日（月）体育の日
１月８日（月）成人の日
● 問合先 総務課環境防災班
☎３５４-５７８２

１１月５日は『松島町防災の日』です
平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、津
波により甚大な被害が起きました。これを受けて同年６月
に津波被害から国民を守ることを目的に｢津波被害の推進
に関する法律｣が制定され、この法律により毎年１１月５
日は｢津波防災の日｣となりました。
本町でも、東日本大震災による未曾有の地震・津波被害
を受けた経験と教訓を風化することなく後世に継承し、様
々な災害に対する防災意識の高揚に努め、安全で安心なま
ちづくりを推進するため、毎年１１月５日を「松島町防災
の日」として制定しました。今後は毎年１１月５日に近い
土曜日または日曜日に防災訓練を実施する予定です。
● 問合先 総務課環境防災班 ☎３５４-５７８２

『デング熱・ジカ熱』にご注意ください
近年蚊を媒介するデング熱・ジカ熱などのウィルスによ
る感染症が多く発生しています。夏場は蚊に刺されないよ
う注意しましょう。
● 蚊媒介感染症とは デングウィルス感染症（デング熱）
・ジカウィルス感染症（ジカ熱）など
● 潜伏期間 ２〜１４日（多くは３〜７日）
● 症 状 発熱・頭痛・筋肉痛・骨関節痛・発疹などが１
週間程度続きます。症状が出た場合は早急に医療機関へ
受診して下さい。
※予防注射はありません。蚊が多くいる場所では次のこと
にご注意下さい。
・長袖、長ズボンの着用で肌の露出を防ぐ。
・白などの薄い色の服装を着用（蚊は濃い色に集まります）
・虫除けスプレーや蚊取り線香を焚くなど蚊を近づけない。
● 問合先 総務課環境防災班 ☎３５４-５７８２

平成 29 年度『夏休み親子工作教室』

みやぎふるさとＣＭ大賞 応募作品募集のお知らせ

親子で小さな踏み台をつくってみませんか？
東日本放送主催の「みやぎふるさとＣＭ大賞」
● 日 時 ７月３０日（日）
に、皆さんが企画・制作した作品を応募してみま
午前９時３０分〜１２時まで
せんか。松島町の魅力や特徴を表現したアイディ
● 場 所 塩釜建設技能者訓練協会 ２階
ア溢れる作品をお待ちしています。
講堂（塩釜市月見ヶ丘２番２号）
【応募要項】
● 参加費用 親子１組５００円（材料代）
● 作品秒数 ３０秒 ※要項の詳細やＣＭ素材につ
いて、お気軽にお問い合わせください。
● 持ち物 金づち、のこぎり（家庭用で可）、上履きズック靴
● 受付期間 ７月５日（水）〜７月２１日（金） ● 応募期間 ７月７日（金）〜９月２９日（金）まで。
午前９時〜午後４時まで（土日祝日除く）
応募を希望する団体・個人は９月１日
● 申込方法 印鑑を持参のうえ参加費用を添えて
（金）までに下記へ連絡ください。
訓練協会に申込み。先着１５組まで。 ● 応募点数 松島町より１作品。応募多数の場
● 問合・申込先 塩釜建設技能者訓練協会
合は庁内で審査会を行います。
☎３６２-７６１２
● 申込・問合先 企画調整課 ☎３５４-５７０２
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消費生活コーナー 「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください！
送付されているハガキの見本
「総合消費料金未納訴訟最終通知」

訴訟番号 そ３５５

この度ご通知しましたのは、貴方の未納されました総合消費料金について契約会社、ないしは運営会社から民事訴訟として訴訟の提出をされまし
た事をご通知します。以降下記に儲けられた裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。このまま御連絡なき場合には、原告側の主張
が全面的に受理され裁判後の処置として給与の差し押さえ、及び動産不動産物の差し押さえを執行官立ち会いのもと強制的に履行させて頂きますの
で裁判所執行官による「執行証書」の交付を承諾して頂けるようお願いすると同時に債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますので、ご了承くださ
い。民事訴訟及び、裁判取り下げのご相談に関しましては当局にて承っておりますので職員までお問い合わせ下さい。尚、書面での通達となります
のでプライバシーの保護のため、必ずご本人様から御連絡頂きますようにお願い申し上げます。以上をもちまして最終通達とさせて頂きます。
裁判取り下げ最終期日 平成 29 年○月○日
民事訴訟管理センター
〒１０２-８６８８ 東京都千代田区九段南１−○○ 消費者相談窓口 ０３−○○ 受付時間 ９:００〜２０:００

一言アドバイス
・過去に未払いがあると思わせる（民事訴訟・差し押さえなどの言葉で脅して不安にさせる）
・訴訟の取り下げなど相談するように誘導している（裁判通知は「特別送達」配達されます）
・ハガキが届いても無視する。
（無視すれば何事もおきません） ・絶対にハガキに記載の連絡先に電話しないで下さい。
（巧妙にお金を払わされる）
・お金を払ってしまったら、すぐ警察に連絡して下さい。
（警察相談窓口 ＃９１１０） ・塩釜警察署 ０２２-２６６-９１１０
詳しく知りたい、不安、不審に思われる方は相談員に相談してください。
松島町消費生活相談窓口 （相談日が木曜日から金曜日に変わりました）
● 相談日時：毎週火曜日・金曜日午前９時〜午後４時３０分 ● 相談窓口：産業観光課産業振興班 消費生活相談窓口 ☎３５４-５７０７
宮城県消費生活センター
● 相談専用電話 ☎２６１-５１６１ ● 平日：午前９時〜午後５時・土日：午前９時〜午後４時（祝日・年末年始休み）

シルバー事業のご報告
松島町シルバー人材センターは、おかげさまで、創立２２年目を迎えました。
平成２７年度は、会員数 １１６名（男性８８名、女性２８名）で事業を行い、皆様のご支援、ご指導、ご協力のおかげで、大きな事故
を起こすこともなく、受注件数３８２件 ( 内新顧客 ３４件 )、受注金額 ４,１９３万円 ( 公共 ２,１６８万円、民間２,０２５万円 ) の
実績を上げることができました。大変有難うございました。
平成２９年度も、会員、役職員一同、無事故、無災害就業をめざし、頑張りますので、ご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願い致します。

高齢者のみなさん！
これまでに培った知恵・技・知識を活かしながら、健康維持と仲間と語らいながら働いてみませんか。きっと新しい松島が発見できますヨ！

町内の皆さん！
是非一度、シルバーパワーをご利用ください。お客様の半数の皆様から、年に２回、３回と繰り返しご利用していただいており、丁寧、
安い、会話が楽しいなどのご評価をいただいております。
( 愛称

入会、仕事のご依頼などのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

公益社団法人

生き活きセンター
)

松島町シルバー人材センター

〒981-0215 松島町高城字浜１番地の３ ☎３５３-４５０５・FAX３５３-４５０６
E-mail:matsushima@sjc.ne.jp URL：http://www.sjc.ne.jp/matsushima/

チエブクロー

松島町内の放射線量測定結果
空気中放射線量測定結果
測定機器 簡易型放射線測定器（ＰＡ-１０００）
単位 マイクロシ−ベルト（μSv ／ｈ）
シ−ベルトとは、放射線が人体に与
える影響を表す単位です。

測定場所
松島町役場

学校給食測定結果 ６月２１日（水）現在

測定日
６月１５日（木）

測定高さ

測定結果

０.５ｍ

０.０５２

１.０ｍ

０.０４９

放射性ヨウ素（ｌ-１３１）：不検出 放射性セシウム（Ｃｓ-１３７）：不検出 放射性セシウム（Ｃｓ-１３４）：不検出

水道水測定結果

６月１４日（水）現在
二子屋浄水場（竹谷字鴻ノ谷地） 放射性ヨウ素：不検出

放射性セシウム：不検出

浄水場発生土測定結果

６月１４日（水）現在
放射性ヨウ素：不検出 放射性セシウム（Ｃｓ-１３７）：１２ 放射性セシウム（Ｃｓ-１３４）：不検出
※浄水場発生土には、放射性物質が検出されていますが、水道水については、放射性物質が不検出の状況となっています
ので、安心してご利用ください。

町内産農林畜産物の放射性物質測定結果

今月測定なし
最新の放射線量測定結果は県及び町のホ−ムペ−ジで公開しています。
● 問合先 空気中放射線量測定結果：総務課環境防災班 ☎３５４-５７８２
学校給食測定結果：学校給食センタ− ☎３５４-２５８３
水道水・浄水場発生土測定結果：水道事業所 ☎３５４-５７１０
農林畜産物放射性物質測定結果：産業観光課産業振興班 ☎３５４-５７０７
農林畜産物の放射能測定について 無料で、食品の放射能検査を行います（ただし、水産物は除きます）
● 対象者 町内在住の方
● 申込み・問合先 産業観光課産業振興班 ☎３５４-５７０７（持ち込みの際は事前予約が必要になります）
※松島湾付近の水産物に関しては県漁協が主体となり検査を実施しており、現在のところ基準値を超えた物は出ていません。また金華
山以南の外洋についても同様となります。そのため水産物の安全は十分に確保されていると判断し、当町では受付けを行っていません。
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みんな
の

伝言板
松島病院呼吸器外来
しつこい咳や痰が続き、歩くだけで
息苦しくなることはありませんか？も
しかしたら肺の病気かも知れません。
タバコや風邪のせいにして放置せず、
早めに呼吸器外来を受診することをお
すすめします。呼吸器専門医の診察を
受けることができます。
● 呼吸器外来診察日 毎週木曜日
● 受付時間 ８時３０分〜１１時３０分
● 問合先 松島病院内科外来
☎３５４-５８１１

松島高校

同窓会総会のご案内

●期
●場
●会

日 ９月２日（土）午前１１時〜
所 花ごころの湯 新富亭
費 ３０００円
参加ご希望の方は８月１８日（金）
まで、電話、FAX、はがき等で下記
にご連絡ください。
● 問合先 宮城県松島高等学校 総務部
笠原俊哉まで ☎３５４-３３０７
FAX３５４-５８４７
〒９８１-０２１５ 宮城郡松島町高城字迎山３の５

仙台駐屯地「夏まつり」について
● 開催時期 ７月２１日（金）
午後４時〜午後８時３０分（一般開放）
● イベント内容 チビッコフェスティバ
ル、各種露店、アトラクション、防衛
館開放、花火打ち上げ
● 開催場所 陸上自衛隊 仙台駐屯地
● アクセス JR仙石線 苦竹駅より徒歩１分
●費 用 無 料
● 注意事項 ・小雨決行 ・車でのご来
場はできませんので、公共交通機関を
ご利用下さい。
● 問合先 仙台駐屯地広報班
☎２３１-１１１１（内線３８６１）

コール渚／リーフ・ハーモニー
「色えんぴつの会」コンサート
● 日 時 ７月２２日（土）
午後１時３０分開場 午後２時開演
● 場 所 塩釜市壱番館５F遊ホール
● 入場料 無 料
● 問合先 コール渚 代表 鈴木
☎３５３-２６０４

第６６回
宮城県統計グラフコンクール作品募集！！
宮城県では統計グラフコンクール作品
を募集しています。テーマは自由です。

ただし小学校４年生以下は児童が観察又
は調査した結果をグラフ化したもの。
●部 門
１ 小学生１・２年生の部
２ 小学生３・４年生の部
３ 小学生５・６年生の部
４ 中学生の部
５ 高等学校以上の生徒、学生及び一般の部
６ パソコン統計グラフの部
● 規 格 ７２．８cm×５１．５cm（B２判）
● 応募締め切り ９月５日（火）必着
● 問合先 宮城県震災復興・企画部統計課
企画普及班 ☎２１１-２４５１

ヒロシマ・ナガサキ「原爆展」inしおがま

午後の部

会場:午後５時３０分
（開映:午後６時）
● 開催場所 東松島市小野市民センター 講堂
● 入場料 全席自由／前売り券
一般１,０００円 小中学生８００円
※未就学児のお客様についてはご相談ください。
● お求め先 東松島市コミュニティセンタ
ー・東松島市各市民センター（８か所）
蔵しっくパーク・ホワイト急便鳴瀬小野
店・高島屋製菓店（石巻市旭町）
● 申込／問合先 アクション・スクエア
安部 ☎０９０-５３５５-８５３４

七ヶ宿ダムを見学してみよう！

係員による「ダムに関する説明」や
● 開催日程 ７月２９日（土）〜８月２日（水） 「ダム堤体(ていたい)内部の監査廊(かん
〈７月３１日（月）は休館〉
さろう)（※）」の見学、ボートによるダ
● 開催時間 午前１０時〜午後６時
ム湖の「巡視体験」を、下記の日程で実
※８月２日（水）最終日は、午後５時まで
施します。
● 会 場 イオンタウン塩釜１F塩竈行
※「監査廊」とは、ダム堤体の内部を
政サービス マリンプラザ
「点検・管理するための通路」です。
● 内 容 展示、被爆者体験、アニメ
● 開催日時
上映、紙芝居、DVD
・休日見学会（見学コースは２コース）
● 問合先 塩釜地区被爆者の会 鈴木
７月８日（土）
、８月６日（日）
、８月
☎３６５-５１７５ 内線５２１３
２０日（日）、９月１８日（月・祝）、
１０月１４日（土）
、１０月２９日（日）
パソコン・スマホ入門講座
・七ヶ宿ダム探検隊（ダム施設見学のほか、
パソコンやスマホの使い方がよくわか
ボートによる湖上巡視を体験できます）
らない方、興味はあっても一歩踏み出せ
７月２３日（日）
（要予約）
ない方、便利な使い方を見て触ってみま
・特別見学会（普段は見られない「設
せんか？ ご質問も大歓迎！
備」関係を見学できます）
● 日 時 ７月２５日（火）
８月１１日（金・祝）
（要予約）
１０:００〜１２:００
●
場
所
七ヶ宿ダム管理所
● 場 所 文化観光交流館・クラブ室
● 問合先 ☎０１２０-１６７-８７７
● 定 員 ５０歳以上の方5名
（詳細は、ホームページでも確認できます）
● 参加費 ５００円（当日お支払いください）
● 連絡先 赤間美和子
合氣道無料体験！
☎０８０-４５１６-１５８５
※申込みは７月２０日（木）まで
落ち着きや姿勢、相手を理解すること
を学べます。
おのまち映画会
女性指導員が体力に合わせ指導します。
第５回上映会のお知らせ
● 場 所 華園集会所（高城保育所そば）
東松島市小野市民センターにおいて、 ● 時 間 土曜午後１時３０分〜
午後２時３０分
映画『家族はつらいよ２』の上映会を開
●
対象年齢
５歳以上
催いたします。
※親子でも参加できます。
● 日 時 ７月２３日（日）
● 連絡先 竹田 さおり
午前の部 会場:午前１０時
☎７６７-８０２４
（開映:午前１０時３０分）

東北歴史博 物 館

催事情報

特別展「漢字三千年−漢字の歴史と美−」
● 期 間 ６月２４日（土）〜８月１１日（金・祝）
● 開館期間 午前９時３０分〜午後５時（発券は午後４時３０分まで）
● 場 所 １階特別展示室
● 料 金 一般１３００円 シルバー・学生１２００円 小中高校生４００円
特別展記念講演会「漢字の世界をのぞいてみよう〜漢字っておもしろい！〜」
● 日 時 ７月３０日（日）午後１時３０分〜午後３時
● 場 所 ３階講堂
第５回・第６回館長講座「発掘でめぐる世界−イラン・タイ・イタリア・日本」
● 日 時 ７月１日（土）・７月１５日（土） 午後1時３０分〜午後３時
● 場 所 ３階講堂
民話を聞く会
● 日 時 ７月１６日(日) 午前１１時〜正午（利府民話の会）
午後１時３０分〜午後２時３０分（多賀城民話の会）
● 場 所 今野家住宅
基本情報
● 常設展観覧料 一般４６０円 高校生以下無料
● 閉館日 毎週月曜日（７月１７日（月）開館、７月１８日（火）休館します）
● 問合先 東北歴史博物館 情報サービス班 ☎３６８-０１０６
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『まつしま健民の日』のお知らせ

健康ランド

松島町は「スマートみやぎ健民会議」に参画しています。
「３つのS（smart）＝スマートライフ・スマートボディ・
スマートアクション」をめざして、健康づくりのための運動

マタニティ（保健福祉センターどんぐり）

教室を開催します。ぜひご参加ください！
●日

時

７月３日（月）、１８日（火）母子健康手帳の交付
受付

午前９時３０分〜午前１１時

※上記の日程で都合の悪い方は、事前にご連絡ください。
※マイナンバー制度の開始により、マイナンバーが確認でき
る書類と、運転免許証などの身元確認書類をご持参下さい。

（受付：午前１０時〜午前１０時１５分）
●場

所

松島町温水プール

●内

容

健康体操、マシントレーニング

● 参加費

対象：H２９年２月１３日〜H２９年４月７日生

後藤恵利子氏

シルバートレーニングルーム利用料

３００円

※受付でお支払いください。
● 持参する物

７日（金）３〜４か月児健診

美遊

講師：インストラクター

乳幼児健診・予防接種（保健福祉センターどんぐり）
７月

７月１４日（金）午前１０時３０分〜午前１１時３０分

● 申込み

タオル・飲み物・上靴

７月１３日（木）まで電話でお申し込みください。

受付：午後０時３０分〜午後０時４５分

健康長寿課健康づくり班

７月１２日（水）親子よちよちセミナー（１歳児子育て教室）

☎３５５-０７０３

（保健福祉センターどんぐり）

対象：H２８年６月〜H２８年８月生
受付：午後９時３０分〜午後９時４５分

健康相談（保健福祉センターどんぐり）
〜赤ちゃんから成人の方どなたでも〜
７月

３日（月）、１８日（火）

今月のピカピカ賞

午前１０時〜正午

健康づくり事業
７月

６月９日の３歳６か月児健診でむし歯の
なかったお子さんを紹介します。

３日（月） まつしま健康ウォークの会
受付：午前９時４５分〜（B＆G 海洋センター

集合）

７月２４日（月） ノルディックウォーキング教室
受付：午前９時４５分〜（品井沼農村環境改善センター前集合）
※申し込み・問合せは保健福祉センターどんぐりまで
☎３５５-０７０３

精神保健事業

はやかわ

早川

きく ち

菊池

みなかわ

自立支援医療費（精神通院）支給認定申請について
自立支援医療費（精神通院）支給認定の申請のお手続き（新規

いのうえ

み ほ

ち ば

美帆ちゃん（初原）
な な み

さくら

井上
千葉

桜くん（幡谷）
こ

うめ子ちゃん（本郷）

きく ち

皆川

菜那実ちゃん（磯崎） 菊地

あか ま

ゆう と

赤間

７月１９日（水） かもめの会

あさ ひ

朝陽くん（高城）

祐仁くん（磯崎）

あさ だ

朝田

な ゆ

愛悠ちゃん（磯崎）
り さ

理沙ちゃん（磯崎）

★お口の輝いている子どもたちの笑顔は、何にも勝る宝物で
す。これからも良い食習慣と歯みがきを続けて、きれいな歯
を守りましょう

・更新）に来られる方は、事前にご連絡ください。
※マイナンバー制度の開始により、マイナンバーが確認で
きる書類と、運転免許証などの身元確認書類をご持参下さい。
● 問合先

健康長寿課健康づくり班

〜元気の秘訣お伝えします〜
今回ご紹介するのは、高城にお住まいの坂本俊子さん。
健康への取り組みのひとつは体をこまめに動かすこと。調
理や歯みがきをしながら足踏みする、階段の昇り降りや庭
の手入れなど、自宅のまわりで気軽にできることを継続し
て行っています。また、食事も
量はしっかりと食べるけれど、
食事の内容を見直し、油っぽ
いものを控える等、規則正し
い食事を心がけています。
画 像
坂本さんの元気の秘訣は「コ
ツコツと体を動かすこと」、「食
事に気をつけること」で体型維
持に努めています。
来月は松島にお住いの星通夫
▲坂本俊子さん ( 高城 )
さんをご紹介します。
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運動サポーター養成講座のお知らせ

☎３５５-０７０３

運動や栄養について知っておきたい情報や簡単にできる
健康体操などを楽しくわかりやすく学べる講座を開催しま
す。修了した方には、運動サポーター証を交付します。
●日

時

８月２３日、９月１３日、９月２７日、１０月
１８日、１１月１日
水曜日 ５回コース 午後１時３０分〜午後３時

●場

所

高城避難所（ＪＡ３階）多目的ホール

●対

象

日常動作や運動に支障のない方

●内

容 健康づくりのための運動の基本レッスン（実技指導）

先着２０人

運動と栄養に関する情報提供
●講

師

● 参加費

健康運動実践指導者

内丸由美子 氏

無料

● 申込・問合先

健康長寿課

健康づくり班

☎３５５-０７０３

第２回アトレ・るまつり２０１７＆まつの市同時開催のお知らせ
No.511
広報まつしま 2017
7月号

第 2 回 アトレ・るまつり イベントのご案内

２０１７
松島のマルシェ「まつの市」

●開 催 日

平成２９年７月２３日（日）

● 開催時間

午前１０時〜午後２時

● 開催場所

アトレ・る Hall（松島町文化観光交流館） デッキスペース＆駐車場

している地場産品の直売市です。町内で収穫された

●内

＊ミニ SL 乗車体験（無料）石炭で走る本格的なミニ SL

新鮮な農産物や海産物、各種加工品などを直売市な

＊フリーマーケット ＊大道芸人によるパフォーマンス

らではのお値打ち価格で販売します。

＊模擬店（有料）：ポップコーン・くじ引き・スーパーボールすくい）

● 日 時 ７月２３日（日）

容

● 同時開催

「まつの市」は松島町地産地消実行委員会が開催

小雨決行

午前１０時００分〜午後３時００分

＊松島児童館 リサイクル品の子供服の安価販売

● 場 所 アトレ・る Hall（松島町文化観光交流館）駐車場

＊自衛隊宮城地方協力本部ＰＲコーナー
お願い：駐車場の数に限りがある為、公共の交通機関をご利用頂く

● 問合先 産業観光課産業振興班
☎３５４-５７０７

か、車にお乗り合わせの上お越しください。
お子様も楽しめるイベントです。ご家族でのお越しをお待ちしております。

『健康まつりを開催します』

多数のご来場お待ちしております。

まつしまの食育応援隊のお知らせ
食材王国みやぎ・松島の地元の食材を使った長のり巻き体験会を

アトレ・るまつり会場内において、
「健康まつり」を
実施します。健康に関する体験型イベントや展示など、

実施します。ぜひご参加ください。

様々な催しを用意して皆様をお待ちしています。

● 日 時 ７月２３日（日） 午前１０時３０分〜１１時３０分
● 場 所 アトレ・る Hall（松島町文化観光交流館）

★血管年齢の測定コーナー

● 対 象 町民の方ならどなたでも（子どもから大人まで）先着３０人

● 問合先

★がん予防コーナー
★こころの体温計ＰＲコーナー
★ヘルスメイトコーナー

健康長寿課健康づくり班
（保健福祉センターどんぐり）
☎３５５-０７０３

★まつしまの食育応援隊

● 内 容 みんなで一緒に長のり巻きをつくる体験会
● 講 師 まつしまの食育応援隊（管理栄養士と食育ボランティア）
● 参加費 無 料
【申込・問合先】健康長寿課 健康づくり班 ☎３５５-０７０３

やま ぐち

とも ゆき

山口
平成２８年７月生まれ
町内在住で、各月１歳のお誕生日を迎える
赤ちゃんを紹介します。お申込みお待ちしています！
●問合先 企画調整課 ☎３５４‐５７０２

はち や

蜂谷

そ

編 集 と 発 行 宮城県松島町企画調整課
〒 9 8 1 - 0 2 1 5 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL.022-354-5702 FAX.022-354-3140
ホームページアドレス http://www.town.matsushima.miyagi.jp/
メールアドレス i n f o @ t o w n . m a t s u s h i m a . m i y a g i . j p

こま つ

将来は読売ジャイアンツのエースになるぞ！

さ

ら

１歳バンザーイ大っきく大っきく育ってね！

小松

平成２８年７月４日生まれ
（磯崎）

る

わたなべ

渡邉

SOYINK

TM

ゆう り

友 梨 くん

平成２８年７月３０日生まれ
（磯崎）
３時のおやつよりお米が大好き♪

町の人口
この広報紙は環境にやさしい
大豆油インキで印刷しています

り め い ちゃん

明るく元気なおてんば娘☆

か

毎日ニコニコで癒されます
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き

平成２８年７月２１日生まれ
（桜渡戸）

琉 嘩 ちゃん

平成２８年７月２９日生まれ
（北小泉）

さ

佐々木

優 空 くん

平成２８年７月１４日生まれ
（松島）

智 之 くん

古紙配合率100％再生紙を
使用しています

男 7,058人(−9人)
女 7,519人(−25人)

(平成29年6月１日現在：住民基本台帳)

人口14,577人(−34人)
5,659 世帯(−8世帯)

