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相　談　事　業 日　　　時 場 所 ・ 主 催 問　　合　　先

町民福祉課福祉班　　　　　　☎354-5706

町民福祉課福祉班(人権相談)　☎354-5706

企画調整課(行政相談)　　　　☎354-5702

企画調整課　　　　　　　　　☎354-5702

産業観光課産業振興班(消費生活相談)　☎354-5707

宮城県総合教育センター
不登校相談ダイヤル　　　　　☎784-3567

もみの木教室　　　　　　　　☎354-2041
教育委員会学校教育班　　　　☎354-5713

教育委員会学校教育班　　　　☎354-5713

健康長寿課健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）
保健師・栄養士　  　　　　　☎355-0703

地域包括支援センター　　　　☎354-6525

児童館　　　　　　　　　　　☎354-6888
町民福祉課こども支援班　　　☎354-5798

3相談合同開催
（人権なんでも相談、

行政相談、消費生活相談）

不登校電話相談

法律相談（予約制）

生活保護相談
（予約制）

就学指導相談 役場２階

宮城県総合教育
センタ－

もみの木教室
（まつしま心のケアハウス・
手樽地域交流センター内）

健康電話相談

育児電話相談

高齢者に関する電話相談

保健福祉センタ－どんぐり

児童館
役場1階

4月6日㊋、5月11日㊋
午前10時～午後3時

平　日
午前9時～午後4時

平　日
午前9時～正午

（学校休業日を除く）

平　日
午前8時30分～午後5時

平　日
午前9時～午後5時

松島町社会福祉協議会
相談支援事業所　　　　☎090-1497-0552

障害者（児）一般相談
（委託事業） 松島町社会福祉協議会

平　日
午前9時～午後5時

役場会議室

無 料 相 談

4月8日㊍、4月22日㊍
午前10時～午後4時

4月9日㊎、5月14日㊎
午前10時～午後5時

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、内容が変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

こころの相談
(予約制)

塩釜保健所疾病対策班　　　　☎363-5504

塩釜保健所母子・障害第二班　☎365-3153
ひきこもり・思春期
こころの相談(予約制)

4月21日㊌
午前9時～午前11時30分

4月20日㊋
午後1時30分～午後4時30分

4月   日㊋
午後1時30分～午後4時30分

ＨＩＶ・クラミジア抗体検査、
肝炎検査、梅毒抗体検査、
骨髄バンク登録受付(予約制)

平日午前9時～午後4時
※要予約（詳細は要お問い合せ）

訪問歯科診療の相談窓口

オンライン健康相談

塩釜歯科医師会口腔保健センター
　　　　　　　　　　　　　　☎361-1870

平　日
午前9時～午後4時

塩釜歯科医師会
口腔保健センター

塩釜保健所アルコ－ル・薬物相談
(予約制)

4月22日㊍
午後1時30分～午後5時

がんなんでも相談
宮城県がん総合支援センター
　　　　　　　　　　　　　　☎263-1560

平　日
午前9時～午後4時

宮城県対がん協会

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

　日頃から広報まつしまをお読みいただき、ありがとうございます。
　皆さまにとってより有益な情報をお届けするため、「○○な情報を載せ
てほしい」「××が見づらいので△△にしてほしい」
　「表紙に□□を起用してほしい」など、広報まつしまに対する率直な感
想やご意見をお寄せください。
以下のメールアドレスまでご連絡ください。

Mail：matsushima_pr@town.matsushima.miyagi.jp

広報まつしまへの感想・ご意見をお寄せください

▲メール用
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《今月のおすすめ本》

お悩み相談コーナー

本の宝箱
勤労青少年ホーム（図書室）

☎３５４-４０３６

行政相談委員に濵田敏幸さん
　４月１日付けで総務大臣より行政相談委員に
濵田敏幸さんが委嘱されました。
　行政相談委員は、国の仕事をはじめ、独立行政
法人・特殊法人（国立大学・国立病院・郵便局な
ど）等の仕事についての苦情や意見・要望を受け
付け、皆さんと役所との間に立ってその解決の手
助けをします。
　相談は、無料で秘密は守り
ますので、お気軽にご相談く
ださい。

●問合先　
　松島町高城字城内二３５
　☎３５４‐２４６３

≪話題の本≫

「ブラック・ショーマンと
　　　　　  名もなき町の殺人」

　東野　圭吾　著

《一般書の新着本》

　結婚を控えた真世の元に父の訃報が届いた。状況から殺人事
件と判断された。真世は実家に戻る。そこは寂れた観光地を抱
える小さな町。コロナ禍により再興計画も倒れ殺人事件まで起
きてしまった。事件は犯人も犯行の流れも謎だらけで真相が見
えない。途方に暮れる真世の前に、とある人物が現れる。その
〝黒い魔術師〟が知恵と仕掛けを駆使して犯人と警察に挑む。

「 小　箱 」　　　　　　　　　　　　　　　 小川　洋子　著
「 銀の夜 」　　　　　　     　　　　　　　  角田　光代　著
「 伊達女 」　　　　　　　　              　  佐藤　巖太朗　著　　　
「 デルタの羊 」　　　　　　　　　　　       塩田　武士　著
「 ザ・ロイヤルファミリー 」　　 　　　　　早見　和真　著
「 朝10分でできる スープ弁当 」    　　　　 有賀　　薫　著

《児童書の新着本》
「 ねこは るすばん 」 　　　　　　　　　　　町田　尚子　作　
「 分解する図鑑 」 　　　　　　森下　信・石井　克枝　監修
※ここで紹介している本は、新しく受け入れたものの一部です。

《図書室からのお知らせ》
■ イベント情報  「子ども読書の日」ブックラリー
　 　　　　　　　   ４月１７日㊏～５月３０日㊐
■ 施設情報
● 開 館 時 間　平　　　　日　午前１０時～午後５時
　　　 　　　　土・日・祝日　午前１０時～午後４時
● 今月の休館日　４日、１１日、１８日、２５日

納期限にご注意
　４月３０日㊎が納期限のものは次のとおりです。
● 国民健康保険税(暫定)　　１期
● 介護保険料(暫定)　　　　１期
● 水道料金　　　　　　　  ４月分
町税などは便利で納め忘れのない口座振替を
推奨しております。
また、納付が困難な場合はお早めにご相談く
ださい。
● 問合先
　 町税について　　　　　　　　　
 　財務課税務班　　　　☎３５４-５７０３
　 水道料金について
 　水道お客様センター　☎２９０-０００５
　 介護保険料について
 　健康長寿課高齢者支援班　☎３５５-０６７７

歯科休日診療
☎366-4712
☎364-6478
☎362-5213
☎353-4092
☎366-5503
☎353-2161
☎362-2238
☎365-7721
☎362-0182

塩釜市佐浦町13-22
多賀城市大代5-2-1
多賀城市下馬2-8-5
宮城郡松島町磯崎字磯崎105-3
多賀城市八幡3-6-12　都ビル2F
宮城郡松島町松島字陰ノ浜7-7
塩釜市本町10-3
塩釜市錦町7-6
塩釜市杉の入3-2-1

熊谷歯科口腔外科クリニック
杉山歯科医院
こう歯科クリニック
西村歯科医院
多賀城中央歯科医院
松島中央歯科医院
郷家歯科医院
ササキ歯科クリニック
杉の入歯科医院

㊐
㊐
㊐
㊐
㊍・祝
㊐・祝
㊊・祝
㊋・祝
㊌・祝

4月  4日
4月11日
4月18日
4月25日
4月29日
5月  2日
5月  3日
5月  4日
5月  5日

診療場所

午後6時30分～午後9時30分

● 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

松島病院

塩釜地区
休日急患
診療センター

日曜・休日（国民の祝日）

日曜・休日（国民の祝日）

土曜日（休日に当たる日を除く）

内科・小児科

内　科

午前8時45分～午前11時30分
午後１時～午後4時30分

 小児科
（１５歳まで）

昼夜間

診療科目受付時間診　　療　　日

休日・急患診療（内科・小児科）のご案内

 ▲ 濵田敏幸さん

法テラス出張所閉鎖のお知らせ
　法テラスでは、３月３１日をもちまして宮城県
内にある東松島・南三陸・山元の各出張所を閉鎖
しました。法テラスは、今後も住民の皆様のお悩
みを解決するために一層努めてまいります。身近
な法的トラブルについて、弁護士等による法律相
談や解決に役立つ法制度情報を希望する場合は、
法テラス宮城（☎０５７０-０７８３６９）まで
ご連絡ください。


