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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

企画調整課　　　　　　　　　☎354-5702

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

産業観光課産業振興班(消費生活相談)　☎354-5707

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）

法律相談（予約制）

生活保護相談
（予約制）

2月7日㊋、3月7日㊋
午前10時～午後3時

こころの相談
（予約制）

ひきこもり・思春期
こころの相談(予約制)

2月6日㊊
午後2時～午後5時

2月8日㊌、2月15日㊌
午後1時～午後4時

役場会議室

無 料 相 談

2月2日㊍、2月16日㊍
午前10時～午後4時

2月10日㊎、3月10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。

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

2月1日㊌、2月15日㊌
午前9時～午前11時30分

2月21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（詳細は要問い合せ）

訪問歯科診療の相談窓口

オンライン健康相談

無料相続相談会

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)

がんなんでも相談 宮城県対がん協会　　　　　　☎263-1560
平　日

午前9時～午後4時
宮城県がん総合支援センター

多賀城市市民活動サポートセンター
大会議室

宮城県行政書士会塩釜支部
  　　　　　　　　　　☎080-1687-6450

2月25日㊏
午前10時～午後3時

女性の悩み電話相談
特定非営利活動法人キミノトナリ
  　　　　　　　　　　☎050-3503-7707

正午～午後6時
（水・日を除く）

無料税金相談会
多賀城市山王地区公民館

３階　会議室

宮城県税理士会　塩釜支局
※予約受付期間　2月8日㊌～2月17日㊎
  　　　　　　　　　　☎050-2018-1150

2月18日㊏
午前10時～午後3時

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

日本の伝統文化落語を体験
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まちの話題プラス

本の宝箱
勤労青少年ホーム（図書室）

☎３５４‐４０３６

《一般書の新着本》

《児童書の新着本》

《図書室からのお知らせ》
● 開 館 時 間　平　　　　日　午前１０時～午後６時
　　　 　　　　土・日・祝日　午前１０時～午後４時
　新型コロナウィルスの影響や災害・悪天候により、臨時休館
や繰り上げ閉館となる場合があります。
● 休　館　日　月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日
　　　　　　　（今月は６日・１３日・２０日・２７日）　　
● 問　合　先　勤労青少年ホーム　☎３５４‐４０３６

納期限にご注意

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。
●納期限　２月２８日㊋
・ 国民健康保険税　　　　　　１１期
・ 後期高齢者医療保険料　　　　８期
・ 介護保険料　　　　　　　　　６期
・ 水道料金　　　　　　　　　２月分
● 問合先
・国民健康保険税について
　財務課税務班　　　　☎３５４‐５７０３
・後期高齢者医療保険料について
　町民福祉課町民サービス班　☎３５４‐５７０５
・介護保険料について
　健康長寿課高齢者支援班　☎３５５‐０６７７
・水道料金について
　水道お客様センター　☎２９０‐０００５

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

《今月のおすすめ本》

「 無人島のふたり 」
　　　　　　　    　山本　文緒　著

　余命宣告を受けた著者の最期の日々を記録した闘病日記である。
著者の病への悲しみ、揺らぐ気持ち、優しさ・強さが描かれる。
残された最後の１２０日間をどのように過ごし生きるか―――。
柔らかな飾らないことばで率直に綴られている。
　闘病の日々とともに、穏やかに「私の人生はいい人生だった」
とも記されている。「書く」ことで読者へのお別れとした一冊。　

「 赤ずきん、ピノキオ拾って死体と出会う。 」  青柳　碧人 著
「 機械仕掛けの太陽 」 　  　　　　　　　　 知念　実希人 著
「 栞と嘘の季節 」　　　　　　　　  　           米澤　穂信 著
「 リュウジ式 至高のレシピ 」 　　　　　　　     リュウジ 著
「 弱った親と自分を守る お金とおトクなサービス超入門 」太田　差惠子 著

「 パンしろくま 」  　　　　　　　　　 柴田　ケイコ 作・絵
「 でんしゃでどうぶつえん 」　　　　　　　　丸山　誠司 作
「 金曜日のヤマアラシ  」　　　　　　　　　　蓼内　明子 著
「 図解でわかる１４歳からの自然災害と防災 」社会応援ネットワーク　
※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。

 

≪話題の本≫

松島空手道場生、内４名が入賞しました
　１１月１３日東京代々木第２体育館でIBKO第一回極
真空手世界大会が開催されました。
　当大会には海外からチリ、コスタリカ、カナダ、中国、
インド、バングラデシュ、スリランカ、イラン、アフガ
ニスタン、オマーン、ポーランド等々が参戦し、松島空
手道場から小学～高校生のジュニア２０名が日本代表と
して大会に挑みました。
　松島空手道場生、内４名が入賞しました。
結果は以下の通り。
U１８男子（優勝）
　　　　　　菅　原　青　空　
　　　　　　世界チャンピオン
小３男子の部（三位）
　　　　　　櫻　井　想　真
小１女子の部（三位）
　　　　　　小　野　里　夏
小学５年女子の部（三位）
　　　　　　佐　藤　愛　心
※優勝した菅原青空さんは、東京オリンピック聖火ラン
ナーもつとめ、また、２４時間TV、世界１００の重大ニュ
ースにも過去に出演しています。

すが        わら        そ           ら

さくら       い         そう         ま

お　　　 の　　　  り           こ

さ　　　とう　　 あい         ね

　１月１５日に文化観光交流館で、公益社団法人落語芸
術協会主催による「こども落語体験」が実施されました。
４２名の親子が参加し、落語の所作や小話、鳴り物につ
いてプロの落語家の方から説明を受け、楽しく体験しま
した。落語体験の後に実施した落語会には１４４名が来
場し、落語や太神楽を楽しみました。

歯科休日診療
２月の納期限 ☎356-1484

☎362-5253
☎363-2306
☎367-6151
☎356-0871
☎367-1774
☎366-4481
☎357-1727
☎767-5650
☎366-2385
☎366-6400

そうま歯科医院
千葉歯科医院
泉沢歯科医院
ホワイト歯科クリニック
おひさまにこにこ歯科医院
引地歯科医院
藤原歯科
うじいえ歯科医院
利府こども歯科大人歯科
皆川歯科医院
はぎわら歯科医院

㊐
㊊・㊗
㊐
㊐
㊍・㊗
㊐
㊐
㊐
㊐
㊋・㊗
㊐

2月  5日
2月11日
2月12日
2月19日
2月23日
2月26日
3月  5日
3月12日
3月19日
3月21日
3月26日

宮城郡利府町青山3-40-3
塩竈市東玉川町2-1
塩竈市泉沢町17-15
多賀城市伝上山4-8-20
宮城郡利府町利府字新舘2-7
塩竈市藤倉2-3-11
多賀城市伝上山2-31-45
宮城郡七ヶ浜町湊浜字入生田90-4
宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館
塩竈市本町8-2
多賀城市町前3-1-17


