救急車の適正利用
ご協力のお願い

消費税のインボイス制
度に関する説明会及び
登録申請相談会

●申込期間 ６月 日㊊〜 日㊌
●申込方法 インターネットでの申し込み
国家公務員試験採用情報Navi
︵URL
https://www.jinji.go.jp
︶
/saiyo/saiyo.html
●問合先
仙台国税局人事第二課試験研修係
☎２３６︲１１１１︵内線 ３２３６︶

︵高校卒業程度︶のお知らせ

国家公務員
﹁税務職員採用試験﹂

10

雨天時の交通事故防止
税務署では︑事業者の方を対象に消費税の
インボイス制度説明会を開催します︒
説明会は︑事前予約制により︑各回とも定
員︵ 名︶になり次第︑受付を終了します︒
説明会開催後︑希望者に登録申請手続きのサ
ポートを行います︒スマートフォン及びマイ
ナンバーカード持参の方はeーTaxにより︑
無い方は︑書面で︑申請書の記載方法等のサ
ポートを行います︒
参加を希望される方は︑左記︻申込・問合
先︼へ電話で︑お申し込みください︒
●日 時 ６月８日㊌︑６月 日㊌
※申込期限は説明会開催日の前週金曜日まで
です︒
各回とも午前 時から開催します︵説明会
は︑登録申請相談会を含めて２時間程度を予
定︶︒内容は各回とも同じです︒
●会 場
塩釜税務署三階会議室
塩釜市旭町17︱15
●申込・問合先
塩釜税務署 法人課税第一部門
☎３６２︲２１５３︵直通︶

i
15

松島町交通安全指導員募集
塩釜地区管内の救急件数は︑昨年に比べ増
加傾向にあります︒救急車は︑限りある医療
資源です︒救急車の適正利用について︑皆さ
んのご理解とご協力をお願いします︒命にか
かわる病気やケガで緊急に病院へ行かなけれ
ばならない場合は︑迷わず１１９番通報して
ください︒
※詳しい内容については︑当組合のホームペー
ジに掲載しております︒
︵ http://sioshou.jp
︶
●問合先 塩釜地区消防事務組合
消防本部警防課
☎３６１︲１６１２

ＮＥＴ１１９緊急通報
システム登録のご案内

ＮＥＴ１１９は︑聴覚や発語に障がいのあ
る方がスマートフォンや携帯電話を使用し︑
簡単な画面操作により１１９番通報を行える
事前登録制のシステムです︒
︵登録無料︶塩釜
地区管内︵塩竈市︑多賀城市︑松島町︑七ヶ
浜町︑利府町︶にお住まいの音声による緊急
通報の難しい方を対象に登録を受け付けてい
ますので︑詳しくは︑塩釜地区消防事務組合
ホームページ︵下記QRコード︶を参照して
ください︒
なお︑登録を希望される方は︑まずはメー
ル︑電話︵会話可能な親族等︶で︑お問い合
わせください︒
●問合先
塩釜地区消防事務組合消防本部指令課
☎３６１︲０１１９
ＦＡＸ３６５︲１１９０

令和４年度
母子父子家庭等特別
相談実施日程︵前期分︶

shireika@sioshou.jp

所
時

宮城県母子・父子福祉センター
６月 日㊍︑７月 日㊍︑
８月 日㊍︑９月 日㊍
午前 時〜正午
宮城県母子・父子福祉センター
☎２９５︲００１３

母子父子家庭が抱える養育費や親権等の諸
課題解決のため︑下記のとおり無料の弁護士
相談を実施しています︒なお︑相談には事前
予約が必要となります︒
●場
●日

●問合先

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

29

被災者の安定的な雇用の
創出を支援します

29

交通安全指導員は︑町長から委嘱を受け︑
６月に入り梅雨時期となり︑ドライバーの
交通秩序の保持および交通事故防止を目的に 皆さんにとっては︑雨の中を走行する機会が
交通指導を行います︒
多く︑いつもよりも慎重な運転が必要な時期
●活動内容 街頭指導︵登校・出勤時間 平 でもあります︒
日のみ月４回程度︶︑交通安全教室︑各種
雨天時における安全運転のポイントは左記
行事等における交通指導など
のとおりです︒安全運転を心掛け︑交通事故
●報 償 年報償・出動手当支給
にあわないようにしましょう
●福利厚生 障害総合保険による補償あり
①追い越し︑車線変更を避ける
●問合先 総務課環境防災班
②積極的にライトを点灯
☎３５４︲５７８２
③夜間の歩行者の見落としに注意
④制限速度を守る
●問合先 松島交番 ☎３５４︲２０２４

26

i

ペット火葬について

塩釜地区りふ斎苑では︑
ペットの火葬を行っ
ています︒
予約制ですので︑詳細は﹁りふ斎苑﹂にお
問い合わせください︒
●問合先 塩釜地区りふ斎苑
☎３５３︲７５７１
午前８時 分〜午後５時 分
︵友引日及び１月１．２．３日休苑︶

●問合先 松島消防署 ☎３５４︲４２２６

全国一斉
﹁人権擁護委員の日﹂
特設相談所の開設

10

https://miyagi-ijuguide.jp

ijumiyagi@pasona.co.jp
ホームページ

みやぎＩＪＵターン就職支援オフィスでは︑
県外の大学︑短大︑専門学校等に在学中の皆
さんのＵＩＪターン就職の相談︑求人紹介︑諸
経費の補助等様々なサポートを行っています︒
詳細についてはお問い合わせください︒
●問合先
みやぎＩＪＵターン就職支援オフィス
☎２１６︲５００１

みやぎＩＪＵターン
︵移住︶
就職支援オフィス事業のご案内

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/
koyou/jyosei-top.html

宮城県では︑東日本大震災で被災した方を
雇用する県内沿岸部の中小企業者を対象とし
て︑
﹁宮城県事業復興型雇用創出助成金﹂を支
給し︑雇用を支援しています︒
詳しくは県雇用対策課のホームページを確
認するか︑担当課までお問い合わせください︒
●問合先
宮城県雇用対策課 ☎７９７︲４６６１

i

住宅用火災警報器の設置・点検・交換をお願いします︒

令和４年度高齢者肺炎
球菌予防接種のご案内

これまでに高齢者肺炎球菌ワクチンを一度
も接種したことのない対象年齢の方に︑接種
費用の一部を助成しています︒
※自費︑公費助成問わず一度でも高齢者肺炎
球菌予防接種を受けたことのある方は︑助成
対象外ですのでご注意ください︒

18

i
国民 健 康 保 険 加 入 者 で 今 月 歳 に な る 方
︵昭和 年６月２日〜昭和 年７月1日生ま
れ︶に高齢受給者負担割合が記載された国民
健康保険被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
くようお願いします︒
●発送日 ６月 日㊍
●問合先 町民福祉課町民サービス班
☎３５４︲５７０５

▲HP

人権擁護委員は︑あなたの街のパートナー
として︑様々な人権侵害など︑皆さんの問題
解決のお手伝いをしています︒
配偶者やパートナーからの暴力︑お年寄り
や子どもへの虐待︑会社等におけるセクシュ
アル・ハラスメント︑いじめや体罰︑など人
権に関する悩みがありましたら︑お気軽にご
相談ください︒秘密は厳守されます︒
●日 時 ６月７日㊋ 午前 時〜午後５時
●相談場所 仙台法務局塩竈支局および松島
町役場３階３０２会議室
●問合先
仙台法務局塩竈支局 ☎３６２︲２３３８
町民福祉課福祉班
☎３５４︲５７０６

29

21

20

▲メール

○対象者
・ 歳︵昭和 年度生まれ︶
・ 歳︵昭和 年度生まれ︶
・ 歳︵昭和 年度生まれ︶
・ 歳︵昭和 年度生まれ︶
・ 歳︵昭和 年度生まれ︶
・ 歳︵昭和７年度生まれ︶
・ 歳︵昭和２年度生まれ︶
・１００歳︵大正 年度生まれ︶

12

i

!!

10

障がい者相談のご案内

10

i

15

○接種期間
令和４年４月１日から令和５年３月 日
運動機能︵筋力︑関節の動きなど︶を評価
○自己負担額 ５５００円︵接種料金８︐６７
して︑リハビリテーション専門医による医療
４円中３︐１７４円を町で助成します︒︶
相談を実施します︒予約が必要ですので申込
※生活保護受給者無料
※費用助成を受ける場合は町が発行した予診 先に連絡願います︒
︵肢
票を使って接種する必要があります︒予診票 ●対 象 在宅で生活する身体障害者手帳
体不自由︶をお持ちの 歳以上の方で︑病
をご希望の方は左記までお申し込みください︒
院・施設などでリハビリを受けていない方
●費 用 無料
●申込先 健康長寿課健康づくり班
●会場及び日程
☎３５５︲０７０３
・宮城県リハビリテーション支援センター
７月６日㊌︑９月 日㊍︑ 月 日㊌︑
月 日㊌︑ 月７日㊌
・利府町保健福祉センター
７月 日㊎︑ 月 日㊎
●申込先 宮城県リハビリテーション
支援センター
☎７８４︲３５９２

70

▲松島第一幼稚園交通安全教室のようす

31
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松島の未来について
一緒に語りませんか
シルバー事業のご報告

危険物安全週間が
実施されます︒

20

独 身 男 女 の皆さん！
ジ ョ イ フ ルふれあいパーティ
に 参 加 し ませんか？
危険物安全週間が６月５日から６月 日ま
で全国一斉に展開されます︒
ガソリン︑灯油︑軽油などの危険物は︑私
たちにとって身近なものですが︑その危険性
の認識を誤ると︑火災等の重大な事故に繋が
ります︒
危険物に対する正しい知識を持ち︑安全な
取扱いや保管方法を心掛け︑危険物による事
故を防ぎましょう︒
令和４年度 危険物安全週間推進標語
﹁一連の確かな所作で無災害﹂
●問合先
消防本部予防課 ☎３６１︲１６１６
松 島 消 防 署 ☎３５４︲４２２６

甲種防火管理
﹁新規﹂講習の開催

28

33

22

本町では︑町の将来を皆さんと気軽に話せ
る場としてタウンミーティングを開催します︒
子育て世代のお母さん方をはじめ︑町内で活
動している各種団体やサークル︑行政地区な
ど︑幅広い世代や多くの方々と町が一緒に考
えながら︑町長と直接話し合ってみたいと考
えている方々を募集しています︒﹁松島町を
もっと盛り上げたい﹂︑
﹁将来︑松島町でこん
なことをしたい﹂など︑皆さんの考えや想い
をぜひお聞かせください︒この記事を読んで
興味を持たれた方は左記までお問い合わせく
ださい︒
︵町政に対する苦情や要望等は除く︒
︶
●対象者 町内で活動されている団体やサー
クル︑行政地区など︵１回あたり 名程度︶
※個人での参加︑特定の政党を支持する団体︑
暴力団︑宗教又は営利を目的とする団体は
対象外となります︒
●問合先 企画調整課 ☎３５４︲５７０２

松島町シルバー人材センターは︑おかげさ
まで︑創立 年目を迎えました︒
令和３年度は︑会員数１３７名︵男性 １
０３名︑女性 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４２７件︵内
新規顧客 件︶︑受注金額４︐８０６万円︵公
共２︐２９９万円︑民間２︐５０７万円︶の実
績を上げることができました︒大変ありがと
うございました︒令和４年度も︑会員︑役職
員一同︑無事故︑無災害就業を目指し︑頑張
りますので︑ご指導︑ご鞭撻のほど︑宜しく
お願いいたします︒
○高齢者のみなさんへ
危険な就業はありません︒希望︑知識及び
経験に応じた高齢者に相応しい就業を提供い
たします︒随時入会説明会を行っております
ので︑お気軽にご連絡下さい︒
○町内のみなさんへ
まずはお電話下さい︒高齢者に相応しい仕
事を︑これまで培った豊かな知識と経験を持
つ会員が丁寧に行います︒
●問合先
松島町シルバー人材センター
☎３５３︲４５０５
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このイベントは︑独身男女の婚活を応援す
るため︑みやぎ青年婚活サポートセンターが
開催するものです︒会員・一般問わず独身の
方ならどなたでも参加可能なので︑興味があ
る方はぜひお申し込みください︒
●日 時
①６月 日㊏ 午後１時〜午後４時
②７月 日㊐ 午後１時〜午後４時
●参加条件 年齢に条件があります︒
① 歳〜 歳 ② 歳〜 歳
●定 員 ①②ともに 名
※申し込み多数の場合は抽選となります
●会 場 ※①②共通
〒９８３︲０８３６
仙台市宮城野区幸町４丁目５︲１
エスポールみやぎ
●参加費
男性 ４︐０００円
女性 ３︐０００円
●申込受付期間
①５月 日㊌〜６月 日㊏正午
②６月 日㊎〜７月 日㊐正午
●申込・問合先
みやぎ青年婚活サポートセンター
☎２９３︲４６３８
11

甲種防火管理﹁新規﹂講習が次のとおり開
催されます︒
●日 時 ７月 日㊋︑ 日㊌の２日
●場 所 多賀城市八幡字一本柳１１７番地
の
多賀城消防署 会議室
●受付期限 ６月６日㊊まで
なお︑詳細については﹁一般財団法人日本
防火・防災協会﹂のホームページをご確認く
ださい︒ (https://www.n-bouka.or.jp/)
●問合先 一般財団法人日本防火・防災協会
☎０３︲６２６３︲９９０３
13

自衛官募集広報誌掲載依頼

30

konkatsu@seinenkaikan.or.jp
︻営業時間︼
午前 時〜午後５時 ※毎週火曜定休日

松島ボランティアガイドの会
会員募集

20

ドコモショップ多賀城店
︽無料︾出張スマホ教室
参加者募集

30

募
スマートフォンの操作に不安がある方など
を支援し︑デジタルによる情報格差を解消す
るため︑ドコモショップ多賀城店では出張ス
マホ教室を開催します︒参加費は無料で︑ド
コモ以外のスマートフォンをご利用の方も参
加可能です︒また︑スマートフォンの契約等
に関する相談会も同時開催︒スマホ教室のみ
事前予約制のため︑お問い合わせください︒
●開催日 ①６月 日㊎ ② 日㊍
●開催場所 文化観光交流館会議室１・２
●参加費 無料
●募集人数 各講座 名
●内容・開催時間︵①②共通︶
⑴スマートフォンをあんしん・安全に使う
ために
午前 時〜午前 時
⑵インターネットを使おう
午前 時 分〜午後０時 分
⑶知っておきたい家計の節約
午後１時 分〜午後２時 分
⑷キャッシュレスをはじめよう
午後３時〜午後４時
●問合先 ドコモショップ多賀城店
☎０１２０ ︲５７３ ︲０１２

17

自衛官候補生
松島を訪れる観光客に対して﹁おもてなし
●応募資格
歳以上 歳未満の者
ガイド﹂を実施するとともに︑会員の知識向
上 と 相 互 親 睦 を 図 る ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 で す ︒ ●受付期間 年間を通じて行っております
幹部候補生︵第２回︶
●活動内容
●応募資格
①松島観光協会を窓口として観光客からの
︻一般・大卒程度︼ 歳 以 上 歳 未 満 の 方
ガイド要請に対応する︒
︵ 歳 以 上 歳 未 満 の 方 は 大 卒 ︵ 見 込 含 ︶︑
②行楽期の㊏・㊐限定で﹁雄島﹂を主体に
実施する予約なしでの無料ガイド︒
修士課程修了者等︵見込含︶は 歳未満の方︶
※今年は５月から実施しています︒一度ガ
︻一般・院卒者︼ 歳以上 歳未満の修士課
イドを体験してみませんか？
程修了者等︵見込含︶
●定例会
︻歯科・薬剤科︼専門の大卒︵見込含︶で
場 所 松島町文化観光交流館
歳以上 歳未満の方
時 期 毎月第三水曜日 午後２時〜午後４時 ︵薬剤科は 歳以上 歳未満の方︶
●受付期間 ３月１日㊋〜６月 日㊍
●問合先 松島観光協会
●試験日 一次試験 ６月 日㊏
☎３５４ ︲２６１８
一般曹候補生︵第２回︶
●応募資格
歳以上 歳未満の方
グラウンド・ゴルフ会員募集
●受付期間 ７月１日㊎〜９月 日㊊
●試験日 一次試験 ９月 日㊍〜 日㊐
※いずれか１日を指定されます︒
貸費学生
●応募資格 大学の理学部・工学部の３・４年次等
●受付期間 ６月１日㊌〜 月 日㊎
●試験日
月３日㊏
●問合先
自衛隊宮城地方協力本部 石巻地域事務所
宮城県東松島市赤井字鷲塚１︲６
︵☎／ＦＡＸ ０２２５︲８３︲６７８９︶
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毎週２会︑健康促進も兼ねてグラウンド・
ゴルフをしてみませんか随時会員を募集して
おりますので︑興味を持たれた方は練習日に
会場までお越しいただくか問合先までご連絡
ください︒またコロナ感染予防の為マスクを
着用し︑アルコール消毒を行い︑密には注意
してプレーしています︒
●日 時 毎週２回㊌・㊎
午前８時 分〜午前 時 分
●場 所 運動公園または中央グラウンド
●会 費 月５００円
●問合先 松島町グラウンド・ゴルフ協会
川邊
☎０８０︲５４９７︲８８０３
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▲ディスカッションイメージ
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ノルディックウォーキング
教室を開催します！
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ノルディックウォーキングは︑ポールを使っ
て行うウォーキングです︒ウォーキングを通
して︑松島の風光明媚な景色を楽しみましょ
う♪今回は︑あやめが見頃の西ノ浜公園に向
かいます︒
●日 時 ６月 日㊌ 午前 時〜正午
●集合場所 文化観光交流館
●行き先 西ノ浜公園
●内 容 ノルディックウォーキング︑スト
レッチ
●講 師 NPO法人 日本ノルディック
フィットネス協会︵JNFA︶
インストラクター
●持ち物 水分補給の飲み物︵水かお茶︶
動きやすい服装
●その他
･ポール借用の場合３３０円かかります︒
・概ね３km以上自分で歩ける方が対象で
す︒腰痛や心臓病等で治療の方は主治医
と相談の上ご参加ください︒
●申込期間 ６月８日㊌
●問合先 健康長寿課健康づくり班
☎３５５︲０７０３
▲ノルディックウォーキング教室の様子
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健康ポイントが
５ポイントたまります！

