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梅雨の晴れ間は
「松島さんぽ」
にでかけてみませんか？

松島第五小学校が台湾双冬
小学校とオンライン交流を
行いました

27

まちの話題で掲載しきれないイベントや
写真は町のFacebookやInstagramで配信中︒

日松島観光協会のキャンペーンレ

10

松島キャンペーンレディの
就任式が行われました

５月

ディ就任式が行われました︒今回就任したの

は小林来夢︵こばやしらむ︶さん︑吉田百花

就任された２人にそれぞれ抱負をいただき

︵よしだももか︶さんの２人︒

ました︒

●小林来夢さんの抱負

力を再発見し︑たくさんの人たちに発信し

﹁松島キャンペーンレディとして松島の魅

広報まつしま

て︑松島を盛り上げます！﹂

3

教育課学校教育班

吉田さん（左）、小林さん（右）

国際理解教育の一環として︑４月 日に松
島第五小学校４・５・６年生の児童が台湾南
投県草屯鎮双冬国民小学校の児童とオンライ
ンで交流し︑学校紹介や活動発表を行いまし
た︒母国語と英語を交えてお互いの文化を紹
介し︑コミュニケーションの大切さを学びま
した︒
参加した児童からは︑﹁日本と近い台湾が
もっと身近に感じられたので︑
将来台湾に行っ
て双冬小学校の人たちに会ってみたい﹂と感
想があり︑両校の児童らで今後の交流を約束
するなど親交を深めました︒

問合先

●吉田百花さんの抱負

英語によるコミュニケーション能力の向上とともに We are proud of Matsushima〜自慢の松島を
紹介しよう〜 を合い言葉に、次のことをねらいます。
○実生活でも役立つ英語コミュニケーション能力の獲得を目指します。
○広く世界に目を向けた国際理解と社会貢献を目指します。
○歴史と文化の継承者として子どもたちの育成に努めます。

精一杯努めます！﹂

子ども国際観光科のねらいは？

﹁松島を盛り上げ︑PRに貢献できるよう

松島町には、年間を通じて歴史や文化に触れたり、四季折々の景勝を愛でたりする訪日外国人が多数
訪れます。その方々に対して、子どもたちが日頃学んだ英語コミュニケーション能力を最大限に発揮し
ながら松島町の魅力を伝えることができる児童の育成を目的とした教科です。

２人は今後︑松島観光協会の各種イベント

子ども国際観光科とは？

等で松島のPRを行う予定です︒

町内の小学校３校が令和４年４月から、英語を通じて地域の歴史や文化を学ぶ「子ども国際観光科」
を新教科として導入しました。この取組は１０年間の指定期間で文部科学省から教育課程特例校の指定
を受け、学習指導要領の基準によらず独自に教育課程を編成し実施するものです。これにより総合学習
の一環として学んできた歴史文化カリキュラム「松島まるごと学」を活用するなど、松島町の特性を生
かし、日本語だけでなく英語でも発信できるグローバルな人材の育成を目指します。

まちの話題

文部科学省指定の教育課程特例校
「子ども国際観光科」がスタートしました

松島町
Facebook
公式アカウント

松島町
Instagram
公式アカウント

☎３５４‐５７１３
広報まつしま
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びと

日に閣議決定︑４月

年から定年までの

睦雄さん︵高城︶

︻瑞宝双光章︼

遠藤

年間に渡り元警察庁技官として長年

遠藤さんは︑昭和

約

尽力された功績が認められ︑受章されま

した︒東北管区を始め関東管区で務める

など様々な場所でご尽力いただきました︒

満さん︵高城︶

小池さんは︑長年公立中学校長として

小池

年までご尽力いただ

尽力された功績が認められ︑受章されま

年から平成

した︒また︑松島町の教育長としても︑

平成

きました︒

︻瑞宝単光章︼

たかはし
らいと

元気いっぱい！すくすく大きくなってね

長男︵手樽︶
うじいえ

氏家 佑くん
令和３年６月 日生まれ 次男︵高城︶
お兄ちゃんみたいに元気に育ってね♪

たすく

６，
５１０ 人 （−１１ 人 ）
６，
９２９ 人 （＋ ５ 人 ）
１３，
４３９ 人 （− ６ 人 ）
５，
７１３世帯（ー １ 世帯）

高橋 蕾斗くん
令和３年６月 日生まれ

男 性
女 性
人口計
世帯数

なぎさ

町の人口

1

21

次女︵幡谷︶

(^^)

町の人口
（）は前月比
５月１日現在 住民基本台帳

おおとも

お姉ちゃんと遊ぶの大好き！

23

大友 渚ちゃん
令和３年６月 日生まれ

広報まつしま

信男さん︵幡谷︶

5

☎３５４‐５７０１

丹野さんは︑長年宮城県松島町消防団

総務課総務管理班

丹野

問合先

23

「すくすく１歳おめでとう」の掲載案内は誕生月の前々月末〜前月
上旬頃にお送りしています。 ぜひご応募ください。
● 問合先 企画調整課 ☎３５４-５７０２

試験日程・場所
場所：宮城県自治会館
場所：松島町役場

19

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。

所定の受験申込書に必要事項を記入の上（写真貼付）、土・日・祝日を除く５月２日㊊から６月９日㊍の間（午前８時
３０分〜午後５時）に総務課総務管理班へ提出してください。
なお、郵送の場合は６月９日までに到着したものまで受け付けます。詳細は町ホームページをご確認ください。
※試験の申込書、実施要領は総務課総務管理班で配布します。

日程：７月１０日㊐
日程：８月下旬頃

29

令和３年６月生まれ

受付方法と採用試験日程

●１次試験
●２次試験

40

で う
お
1歳 め と

ひなた

幼稚園教諭

29

ふじわら

若干名

【短期大学卒業程度】
昭和６３年４月２日以降に生まれた人で、幼稚園教諭免許と保育士
の資格の両方を有するか、令和５年３月末までに同資格を取得見込
みの人

級

23

藤原 陽奏くん
令和３年６月 日生まれ 長男︵松島︶
いつもニコニコで家族のアイドル

若干名

分団長として尽力された功績が認められ︑

士

【短期大学卒業程度】
昭和６３年４月２日以降に生まれた人で、保育士の資格と幼稚園教
諭免許の両方を有するか、令和５年３月末までに同資格を取得見込
みの人

受章されました︒松島町消防団員として

育

若干名

35

年間ご尽

保

木

平成１０年４月２日以降に生まれた人で、土木系学科を専攻し、大
学を卒業した人または令和５年３月末までに卒業見込みの人
※短期大学は含まれません。

す す
く く

21

年までの

土

師

49

年から平成

健

昭和

保

中

若干名

昭和６３年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人または
令和５年３月末までに卒業見込みの人及び保健師の資格を有する人
又は令和５年３月末までに取得する見込みの人
※短期大学は含まれません。

級

力いただきました︒

上

若干名

【大学卒業程度】
身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
で、自力により通勤でき介護者なしに一般事務職としての職務の遂
行が可能な人のうち、平成５年４月２日以降に生まれた人で、大学
を卒業した人または令和５年３月末までに卒業見込みの人
※短期大学は含まれません。

嘉春さん︵松島︶

行
政
(障がい者)

若干名

【大学卒業程度】
平成５年４月２日以降に生まれた人で、大学を卒業した人または
令和５年３月末までに卒業見込みの人
※短期大学は含まれません。

千葉さんは︑建設業において長年尽力

政

受験資格

千葉

行

採用予定人数

された功績が認められ︑受章されました︒

種

現在も︑仙台市にある熱海建設株式会社

職

の代表取締役として活躍されております︒

試験区分

︻黄綬褒章︼

受験資格

おめでとうございます
長年にわたる功績 春の叙勲

５年４月採用予定 松島町職員採用試験（上級・中級）

令和

日付で発令され︑町内では４名の方が受章されました︒こ

29

令和４年春の叙勲の受章者が︑４月

「まちづくり人」

の度は誠におめでとうございます︒

！

求む

＜寄付・寄贈＞
寄付

匿名

福祉の充実のため

１００，
０００円

広報まつしまへの感想・ご意見をお寄せください
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。
広報まつしまへの率直な感想やご意見をお寄せいただける方は、
以下のメールアドレスまでご連絡ください。
【メールアドレス】
matsushima̲pr@town.matsushima.miyagi.jp
▲メール用
広報まつしま
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年に１回は健（検）診を受けましょう！

〜いまの心身の状態をよくすることが、未来の健康につながります〜

〜健（検）診に向けて、生活習慣を見直そう！〜
令和４年度の健診は、８月２５日㊍〜９月４日㊐保健福祉センターどんぐりで実施します。
※８月２８日㊐を除く

食事は腹八分目を
心がけましょう！

体調を整えて、健（検）診に臨みましょう！
「総合健康診断申込書」が未提出の方は、お早めに保健福祉センターまで返信用封筒で返送をお願い
します。

〜４０歳から７４歳の松島町国民健康保険加入の方は、
特定健康診査情報提供事業を活用ください〜
町内の４医療機関に定期的に通院中の方で、町の特定健康診査の受診を希望しない方は、通院中に
検査した特定健康診査と同項目の検査結果を医療機関から町へ情報提供していただくことができます。
（健診会場に足を運ばなくても特定健診を受診したことになります。）
申込方法
総合健診申込書に同封の「特定健康診査情報提供事業のお知らせ」の裏面の同意書を記入のうえ、
下記まで提出してください。

３回目の接種率
年齢区分

接種率

６５歳以上

９３.７％

全体接種率

７１.３％

●問合先

※令和４年５月２０日現在
年齢区分

接種率

国

慢性的な睡眠不足は、スト
レスの増大や自律神経の乱れ
を引き起こしとなり血圧が高
くなることがあります。適度
な運動やぬるめのお風呂に
ゆっくりつかることで寝つき
やすくなります。

１８歳以上６０歳未満で基礎疾患を有する方、また、重症化リスクが高いと医師から話されている
方で、４回目のワクチン接種を希望する方は、今月号の広報まつしまと同時に配られた４回目接種券
申請書に必要事項を記入して保健福祉センターにご提出ください。
（郵送やFAXでの申請も可能です。
）
順次接種券を送付します。
●提出先 〒981−0203 松島町根廻字上山王6−27 松島町保健福祉センター
FAX ０２２‐３５３‐３７２２（２４時間受付）
＊保健福祉センターは日曜休館
全

ウォーキングは、血圧や血
糖値を下げる効果があります。
まずは、散歩から始めてみ
ませんか？

しっかり休息を
とりましょう！

６０歳以上の方及び、基礎疾患を有する１８歳以上６０歳未満の方を対象に、３回目から５か月以
上経過後に４回目のワクチン接種を実施することが決まりました。
新型コロナワクチンの効果は接種後５か月以上経過すると効果が低下することが報告されており、
高齢者や基礎疾患がある方は新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高いことか
ら４回目接種を開始するものです。（＊上記以外の方への４回目接種については国が引き続き情報を
収集し検討していくとしています。）
６０歳以上で接種を３回完了している方に順次接種券を送付しますのでご確認ください。

松島町

暴飲・暴食が続くと、血糖
や血圧、肝機能の数値が高く
なる可能性があります。
塩分・脂質は控えめに、腹
八分目を心がけましょう。

有酸素運動を
取り入れましょう！

４回目新型コロナワクチン接種について

健康ポイントが
２０ポイントたまります！

６５歳以上

９０.２％

全体接種率

５８.５％

松島町新型コロナウイルスワクチン接種対策室 （松島町保健福祉センターどんぐり）
☎０２２‐３５５‐０６６７《平日の８：３０〜１７：００》

松島町健康ポイント事業にご参加ください！
事業の流れ
ステップ １: カードをつくる
カード（１枚分）は、広報４月号と同時配布のチラシのポイントカード部分を切り取ってお使いくだ
さい。
（カードは、１人につき１枚までです。各世帯で２人以上が参加される場合は、ホームページからダ
ウンロード又は問い合せ先施設でチラシを受け取ってください。)

ステップ ２: ポイントをためる
ポイントは、下記の方法でためてください。

運動ポイント
運動時間に応じてポイントを獲得する
（おおむね３０分で１ です。)

健康アクションポイント
※注意１
町内の４医療機関は、松島病院・中山クリニック・小野寺記念たけなか医院・松島海岸診療所です。
糖尿病や高血圧のため定期的に通院し、身長・体重・血圧測定、血液・尿検査を行っている方が対象
です。
※注意２
風邪、頭痛、腹痛等で時々病院にかかっている場合は対象外です。健診会場で健診を受けましょう。
〔問合・申込先〕
・総合健診に関する問合せ ： 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
・特定健康診査情報提供事業に関する問合せ : 町民福祉課町民サービス班 ☎３５４‐５７０５
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その１
その２
その３

町の施設を利用する（１回１ )
町の事業に参加する（１回５ )
町の健診を受診する（２０ )

▲ダウンロード用

ステップ ３: 記念品と交換する
ポイントは、下記の方法でためてください。

実施期間（ポイント獲得期間）：令和４年６月１日〜１１月３０日
※ポイントは上記の期間中にためてください。なお、記念品交換の申請は令和４年１２月１５日まで
に行ってください。
●問合先

保健福祉センターどんぐり
町民福祉課町民サービス班

☎３５５‐０７０３
☎３５４‐５７０５
広報まつしま
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移住希望者が町内の空き家・

１１２４
２人

９３４

１１６２
３人

９７２

１２００
４人

１０１０

１２３８
５人

１０４８

１２７６

松くい虫防除のための
薬剤散布を行います

お知らせ
災害から身を守るために

ハザードマップの確認を
ハザードマップはお住まいの地域ごとに
想定される災害を確認し︑防災・減災につ
なげるためのものです︒もしものときの必
要な行動について︑ハザードマップで最寄
りの避難施設や避難経路などを確認し︑災
害時の行動について家族で話し合いをする
ようにしましょう︒
非常持ち出し袋の準備を
危険が差し迫ったときは︑安全な場所に
避難し避難生活を送ることになります︒非
常時に持ち出すべきものをあらかじめリュッ
クサックに詰めておき︑いつでもすぐに持
ち出せるようにしておきましょう︒
情報を入手しよう
テレビやラジオ︑インターネットなどを
活用し情報収集しましょう︒町では安心・
安全メールやホームページの他︑
SNS
︵フェ
イスブック︑ツイッター︑ライン︶で情報
を発信しています︒
なお︑各種SNSの登録については裏カ
レンダー上部に記載していますのでご覧く
ださい︒
●問合先 総務課環境防災班
☎３５４︲５７８２

成人年齢引き下げ後の
成人式典について

６月は土砂災害防止月間です

毎年各地で土石流︑地すべり︑がけ崩れ等
の土砂災害が多発し︑人命・財産に甚大な被
害を及ぼしています︒
土石流︑地すべり︑がけ崩れ等土砂災害危
険箇所の近くにお住まいの方は︑これから梅
雨や台風等で土砂災害が多発する時期に入り
ますので︑がけ等の様子が普段と違うときに
は早めに安全なところへ避難してください︒
●問合先 建設課建設班
☎３５４︲５７０９

松島町
﹁安心・安全メール﹂を
ご利用ください︒

安心・安全メールは台風の状況や避難情報︑
クマの出没情報や防災行政無線の放送内容な
どを発信しています︒ぜひ登録をお願いします︒
︻登録方法︼
①登録は︑携帯電話やスマートフォンなどで
QRコードを読み取るか︑登録専用アドレ
ス﹃ 05888@nopamail.jp
﹄へ空メールを
送信してください︒
※メール配信を希望する携帯電話等の端末よ
り空欄のまま送信をお願いします︒
㊟迷惑メール対策をしている場合は︑登録前
に﹃ @nopamail.jp
﹄からメールを受信が
できるように設定してください︒
②返信メールからURLにアクセスし︑利用
規約を確認後﹁次へ﹂ボタンを押す
③登録用の﹁パスワード﹂と﹁登録名﹂を入
力し︑
﹁確認﹂ボタンを押す
④内容を確認し︑
﹁登録﹂ボタンを押す︵﹁登
録完了のご案内﹂のメール受信︶
※登録完了
●問合先 総務課環境防災般
☎３５４︲５７８２

回町民

町では︑禁煙に関する相談に応じています
ので︑お気軽にお問合せください︒
●問合先 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
第

ふれあいスポーツ大会のお知らせ

12

１０７１
８９６

i
新型コロナウイルス感染症の影響により中
止されてきました町民ふれあいスポーツ大会
を３年ぶりに開催します︒
町民ふれあいスポーツ大会は本町の の分
館の交流と親睦を深めることを目的としてい
ます︒第 回に開催された大会は︑磯崎分館
と初原分館のダブル優勝でした︒
町民のみなさんについては健康増進などの
効果も期待されますので︑是非第 回の記念
大会に家族そろってご参加ください︒
●開催日時 ６月５日㊐
午前９時〜午前 時 分︵予定︶
●開催場所 町民グラウンド
※雨天の場合は中止
●内
容 ふれあいリレー︑
最初はグージャ
ンケンポン︑玉入れ︑詰め放題
リレーなど︵予定︶
●そ の 他
・当日はご自宅で検温をし︑マスク着用の上
ご来場ください︒
・水 分 補 給 以 外 で の 飲 食 は ご 遠 慮 く だ さ い ︒
・新型コロナウイルス感染症対策︑熱中症対
策にご協力ください︒
・新型コロナウイルス感染症の影響により大
会が中止となる場合があります︒
●問合先 中央公民館
☎３５３︲３０３０
11

空き店舗を探しています！

民法改正に伴い︑令和４年４月から成人年
齢が 歳から 歳に引き下げられましたが︑
本町では︑成人年齢が 歳に引き下げられた
令和４年以降につきましても︑現行通り 歳
を対象として成人式典﹁︵仮称︶ 歳のつど
い﹂を開催します︒
●令和５年１月 ︵仮称︶ 歳のつどい
︵平成 年４月２日から平成 年４月1日
生まれの方︶
●令和６年１月 ︵仮称︶ 歳のつどい
︵平成 年４月２日から平成 年４月１日
生まれの方︶
式典の名称については︑
﹁成人式﹂から﹁︵仮
称︶ 歳のつどい﹂などに変更します︒
※詳細は町ホームページをご覧ください︒

60

８５８
１人

松くい虫の被害から地域の重要な松林を守
るため︑薬剤散布を行います︒
薬剤散布が安全かつ効果的に行えるようご
協力をお願いします︒
○空中散布について
ヘリコプターにより薬剤を散布します︒
・日時 ６月 日㊍ 午前４時〜午前７時頃
・場所 松島海岸地区ほか
○地上散布について
地上で噴射機を使い薬剤を散布します︒
・日時 ６月６日㊊から 日㊎までのうち
３日間程度
午前５時〜午後２時頃
・場所 松島海岸地区︑町民の森ほか
︻注意事項︼

20

i
59

20

15

16

０人

近年︑移住希望者から購入または賃貸可能
な町内の空き家・空き店舗の情報に関する問
い合わせが増加しています︒
町内に空き家・空き店舗を所有されている
方がいらっしゃいましたら︑ぜひ町ホーム
ページの﹁空き家バンク﹂をご活用ください︒
︵居住が困難な物件等に関しては︑掲載をお
断りする場合もあります︒予めご了承くださ
い︒︶
﹁空き家バンク﹂への掲載に係る手続き等
は左記までお問い合わせください︒なお︑町
ホームページにも掲載していますのでご覧く
ださい︒
︻町ホームページ内﹁空き家バンク﹂︼
https://www.town.miyagimatsushima.lg.jp/index.cfm/
12.0.46.443.html
●問合先 企画調整課
☎３５４︲５７０２

適正に空き家・空き地を
管理しましょう

20

20

収入額の目安（万円）
・気象条件等の理由により︑時間の変更や URL
https://www.town.miyagi順延が発生する場合があります︒
matsushima.lg.jp/index.cfm
・散布する薬剤は安全性が確認されていま ●問合先 中央公民館
☎３５３︲３０３０
すが︑万が一体調に異変が出た場合は︑
松島病院︵☎３５４︲５８１１︶に連絡
し適切な処置を受けてください︒
世界禁煙デー︑
禁煙週間です
・安全には十分注意しますが︑散布時には
次の２点について協力をお願いします︒
①車 両 や 開 い た 井 戸 等 は 布 な ど で 覆 い ︑
厚生労働省では︑WHO︵世界保健機関︶が
洗 濯 物 は 取 り 込 ん で お い て く だ さ い ︒ 設ける５月 日の﹁世界禁煙デー﹂から始ま
②散布実施中は区域内に立ち入らないで る１週間を﹁禁煙週間﹂と定めています︒
ください︒また︑散布区域内での山菜
妊娠中にたばこの煙を吸ってしまうと︑切
類等の採取はしないでください︒
迫 早 産 や ︑ 乳 幼 児 突 然 死 症 候 群︵ S I D S ︶
●問合先
との関係性も指摘されています︒
・仙台地方振興事務所林業振興部林業
また︑喫煙は新型コロナウイルス肺炎重症
振興班 ☎２７５︲９２５２
化の最大のリスクであることが指摘されてい
・
ま
す
︒
産
業
観
光
課
産
業
振
興
班
☎
３
５
４
︲
５
７
０
７
﹁世界禁煙デー﹂
﹁禁煙週間﹂をきっかけに︑
禁煙について考えてみませんか︒

18

所得額（万円）

8
広報まつしま
広報まつしま

9

18

31

児童手当法の一部改正に伴い、令和４年６〜９月分（令和４年１０月支給分）から特例給付と現況届が変更されます。

︻将来利用予定がある場合︼
〇定期借家契約
期間満了で契約が終了し︑更新義務が
ない定期借家契約もあります︒
︻買い手・借り手を見つける場合︼
〇不動産業者
住宅を売却や賃貸する場合は︑不動産
業者に仲介を依頼するのが一般的です︒
●問合先
︵公社︶宮城県宅地建物取引業協会
☎２５３︲６４２０
２５３︲６４２１
ＦＡＸ

i

60

30

14

15

現況届の提出が原則不要
変更点②

扶養親族等の数

i

特例給付の対象者に係る所得上限の創設
変更点①

i
i
20

20

現況届について、令和４年分からは原則提出不要となります。
尚、以下の方は引き続き現況届の提出が必要になります。
・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人 ・同居父母のうち６月１日現在で配偶者と離婚協議中
の受給者 ・住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者 ・児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載のな
い児童（無戸籍児童）に係る受給者 ・施設等受給者 ・市町村等で現況届等の提出が必要と判断された方
●問合先 町民福祉課福祉班
☎３５４‐５７０６
10

これまで、所得が限度額以上の方に対して児童１人につき５,０００円の特例給付が支給されていましたが、令和４年６〜
９月分の手当からは、所得が限度額以上の方は支給対象外となります。
これに伴い、所得が限度額以上となり特例給付の対象外となった受給者は、翌年以降、所得が限度額未満となった場合に
新たに認定請求をする必要があります。
〈支給対象外となる基準〉
子ども２人と年収１０３万円以下の配偶者の場合、主たる生計維持者の年収が１,２００万円とし、その場合における、
所得額の基準とそれに対応する給与収入額の目安は表のとおりです。
▲HP用

16

「児童手当」が変わります

募

０歳から１５歳までの児童を養育している皆さんへ

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
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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︶
10
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34

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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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！

町の話題

本 の宝箱

プラス

松島海岸駅清掃活動が実施されました

４月１４日㊍松島海岸駅長主催により、松島海岸駅前
で営業している店舗関係者、松島町役場、松島観光協会、
JR関係者総勢２１名で清掃活動が行われました。花散ら
しの雨が降る中、新しい松島海岸駅前の広場隅々まで清
掃を行い駅前営業者と連携を図りました。
また、３月１６日に発生した地震の影響で運行を見合
わせていた新幹線も４月１４日に再開し、ゴールデン
ウィーク前に綺麗な日本三景松島の玄関口としてお出迎
えの準備を整えました。

農産加工施設完成
令和４年４月２１日手樽地区に農産加工施設が完成し、
落成式が挙行されました。
この施設は、農業法人有限会社Ｆ・Ｆ磯崎が生産した
野菜などの農産物を加工、販売するために整備され、一
般社団法人松島のかぜ（就
労継続支援Ａ型）利用者の
研修も兼ねています。
この施設が稼働すること
で、今後、地域の活性、賑
わいなどが期待されます。

４月２２日に開催された農業委員会で、欠員となって
いた幡谷地区の農地利用最適化推進委員に、 田耕太郎
さん（幡谷）が委嘱されました。
任期は令和５年７月１９日までと
なり、今後は農業委員と協力して、担
当区域内の遊休農地の発生防止・解
消や、新規参入の促進などの活動を
行います。
●問合先
農業委員会 ☎３５４‐５７０７

《今月のおすすめ本》
≪話題の本≫
「Ｎ」
道尾

秀介

著

「読者が読む順番を自由に決めることができる」という、６章
から成るミステリー短編集。１章から順番に読むも、読みたい
章から読むも自由。当然、その順番によって印象や感じ方は変
わってくる。読み進めると章と章をつなぐキーや登場人物が存
在するなど、物語同士どこかに絡みがあることに気付く。
読者自身が読む順番を変えることにより何パターンかの物語
を生み出すことのできる、新感覚の読書ができる一冊。

マンモスの抜け殻 」
正欲 」
熔果 」
７０歳が老化の分かれ道 」
野菜１つで、こんなにおいしい！ 」

相場 英雄
朝井 リョウ
黒川 博行
和田 秀樹
大庭 英子

著
著
著
著
著

「 せんろはつづく にほんいっしゅう 」 鈴木 まもる 文・絵
「 カブトムシの音がきこえる 」 小島 渉 文／廣野 研一 絵
「 きもちのことばじてん 」
青木 伸生 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》
■ 施設情報
●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
● 今月の休館日 ６日、１３日、２０日、２７日
● 問 合 先 勤労青少年ホーム ☎３５４‐４０３６

歯科休日診療
☎365-0099
☎361-6330
☎361-1251
☎389-1182

（※下水道受益者負担金は６月上旬に発送します）

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。
町県民税（普通徴収）の納税通知書は６月
中旬に発送します。
● 問合先
・ 町税について
財務課税務班
☎３５４-５７０３
・ 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
・ 下水道受益者負担金について
水道事業所 経営班 ☎３５４-５７１１
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休日・急患診療（内科・小児科）のご案内
診療場所
松島病院

診

療

日

日曜・休日
（国民の祝日）

受付時間
昼夜間

診療科目
内

科

午前8時45分〜午前11時30分
内科・小児科
（国民の祝日）
塩釜地区 日曜・休日
午後１時〜午後4時30分
休日急患
小児科
診療センター 土曜日（休日に当たる日を除く）午後6時30分〜午後9時30分
（１５歳まで）

● 問合先

松島病院
塩釜地区休日急患診療センタ−

松島町高城字浜1-26
塩釜市錦町7-10

6月10日㊎、7月8日㊎
午前10時〜午後5時

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）

6月7日㊋、7月5日㊋
午前10時〜午後3時

生活保護相談
（予約制）

6月2日㊍、6月16日㊍
午前10時〜午後4時

不登校電話相談

☎354-5811
☎366-0630

先

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
町民福祉課福祉班

☎354-5706

宮城県総合教育センター
不登校相談ダイヤル

☎784-3567

宮城県総合教育
センタ−

㊊ 午前9時〜正午
㊋〜㊎ 午前9時〜午後3時
（学校休業日を除く）

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）

もみの木教室
教育委員会学校教育班

☎354-2041
☎354-5713

役場２階

教育委員会学校教育班

☎354-5713

平 日
午前8時30分〜午後5時

保健福祉センタ−どんぐり

育児電話相談

平 日
午前9時〜午後5時

児童館
役場1階

障害者（児）一般相談
（委託事業）

平 日
午前9時〜午後5時

松島町社会福祉協議会

6月9日㊍
午後2時〜午後5時

多賀城市役所

6月20日㊊
午後2時〜午後5時

塩竃市保健センター

ひきこもり・思春期
こころの相談(予約制)

6月8日㊌、6月15日㊌
午後1時〜午後4時

塩釜保健所

アルコ−ル・薬物相談
(予約制)

6月21日㊋
午後1時30分〜午後4時30分

七ヶ浜町母子健康センター

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)

6月1日㊌、6月15日㊌
午前9時〜午前11時30分

塩釜保健所

がんなんでも相談

平 日
午前9時〜午後4時

宮城県がん総合支援センター

訪問歯科診療の相談窓口

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

オンライン健康相談

平日午前9時〜午後4時
※要予約（詳細は要問い合せ）

こころの相談
(予約制)

合

平 日
午前9時〜午後4時

就学指導相談
健康電話相談

役場会議室

問

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
町民福祉課こども支援班

☎354-6888
☎354-5798

松島町社会福祉協議会
相談支援事業所
☎090-1497-0552

塩釜保健所母子・障害第二班 ☎365-3153

塩釜保健所疾病対策班

☎363-5504

宮城県対がん協会

☎263-1560

塩釜歯科医師会口腔保健センター
☎361-1870
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

自立支援医療費︵精神通院︶・
精神保健福祉手帳の申請について

多賀城市東田中1-40-32-102
宮城郡七ヶ浜町境山2-13-3
塩釜市梅の宮14-10
多賀城市高橋4-2-1

法律相談（予約制）

場 所 ・ 主 催

自立支援医療費︵精神通院︶
・精神保健福祉
手帳の申請手続き︵新規・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ください︒
●問合先 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

せいの歯科医院
山本歯科医院
永沼歯科クリニック
ありま歯科医院

時

松島病院からのお知らせ

6月 5日 ㊐
6月12日 ㊐
6月19日 ㊐
6月26日 ㊐

日

高齢者に関する電話相談

《一般書の新着本》
「
「
「
「
「

相 談 事 業

※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。

みなさん健康診断は受けていますか？
今回は当院でできる内視鏡検査の胃カメラ・
大腸カメラのご紹介です︒内視鏡検査の最大
の目的は︑病変の発見です︒いわゆる胃カメ
ラ︑大腸カメラといわれるものは︑胃や腸の
中を直接観察することでバリウム検査だけで
はわかりづらい﹃炎症﹄や﹃ポリープ﹄︑そして
何よりも﹃がん﹄の早期発見に役立つことが
できます︒
﹁一昔前に胃カメラやったけど︑と
てもひどかった⁝﹂という記憶している方も
いらっしゃると思いますが︑今は内視鏡の太
さもだいぶ細くなりました︒苦痛の感じ方は
ひとそれぞれですが︑早期発見は早期治療に
つながります︒
当院の内視鏡検査は予約制で︑毎週水曜日
に大腸カメラ︑毎週金曜日に胃カメラを行っ
ています︒気になるところがある方もない方
も︑この機会にご検討されてはいかがでしょ
うか︒
●問合先
松島病院 内科外来
☎３５４︲５８１１

６月３０日㊍が納期限のものは次のとおりです。
● 町県民税
１期
● 国民健康保険税(暫定)
３期
● 介護保険料(暫定)
２期
● 水道料金
６月分
● 下水道受益者負担金
１期

勤労青少年ホーム（図書室）
☎３５４-４０３６

《児童書の新着本》

幡谷地区の農地利用最適化推進委員に
田耕太郎さん

納期限にご注意

無料相談

広報まつしま
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文化財で見る松島の歴史
路傍の石碑が語る

一万回唱えると …

利府町赤沼︑葉山団地を見下ろす標高２１６ｍの﹁番が森﹂︒そこに展望
台がありその傍らに二基の石碑があります︒
その一つには天下泰平や国土安穏︑万民福楽に加えて﹁病が除かれるこ
と﹂を祈願して妙法蓮華経︑延命地蔵菩薩経などを唱えたことが記されて
います︒導師である天童禅師のほか︑参加メンバーには禅尼や上座という
戒名の外︑田代・櫻井・戸田という俗名も記されており︑松島海岸周辺に
多い姓が確認できます︒
コロナ禍を生きる現代の我々と同じように︑江戸時代の人々も疫病から
の救いを求め︑グループで集まってお経を唱え︑一万回のようにきりの良

さんどういち

瑞巌寺杉道市を開催します
瑞巌寺参道にて︑政宗公の祥月命日・延命
地蔵の縁日である毎月 日の直近の日曜日に
開催する手づくり市です︒県内の乾物・野菜
の生産者や雑貨制作者を中心に 数店舗出店
しています︒
なお︑イベントは新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策を講じて実施をしますが︑県
内の感染状況などにより︑急遽開催を中止と
することもありますので予めご了承ください︒
イベントの開催については公式フェイスブッ
クページをご確認ください︒
●日 時 ６月 日㊐ 午前 時〜午後４時
●場 所 瑞巌寺前道路
●その他 詳細は公式フェイスブックページ
をご覧ください︒
URL: https://www.facebook.com/sandouichi/

有害鳥獣の駆除を実施します

松島ウォーキング会からの
お知らせ！

日㊐に︑新規会員を対象と

ジュニア・リーダー
奮闘中！

日㊏︑

☎３５４︲５７１４

は教育委員会生涯学習班までご連絡ください︒

は随時受け付けていますので︑興味のある方

ジュニア・リーダーへの登録や派遣の相談

す︒

通じて楽しみながら学ぶことができたようで

参加した６名の新規会員は︑ゲームなどを

わり方や安全について学びます︒

事などへの派遣のために︑子どもたちとの関

先輩達と交流を深めることに加え︑地域の行

ました︒この研修ではジュニア・リーダーの

したジュニア・リーダー初級研修会を実施し

５月

i
●問合先

①６月３日㊎ 午前 時〜正午
集合場所 文化観光交流館
行き先 保健福祉センターどんぐり
※帰りは保健福祉センターから町営バス
で戻ります︒
②６月７日㊋ 午前 時〜午後３時
集合場所 JR高城町駅
行き先 仙台八木山動物公園
経費 交通費・入園料︵２︐０００円程度︶
③６月 日㊌ 午前 時〜正午
集合場所 文化観光交流館
行き先 西の浜公園︵あやめ︶
※ノルディックウォーキング教室へ参加
します︒
④６月 日㊍ 午前 時〜午後３時
集合場所 JR高城町駅
行き先 多賀城あやめ祭り
経費 交通費︵４８０円程度︶
●持ち物 飲み物 ※②︑④は昼食持参︒
●その他 雨天︑警報発令時は中止︒
●連絡先 土井 ☎３５３︲２１１７
※初めて参加の方は︑必ず事前にお問い合
わせください︒

◆ 地
◆ 原
◆小野
◆樋口

負担の少ないからだの使い方で自律神経
を整える体操を学びます︒
●日 時 ７月８日㊎ 午前 時〜 時
●場 所 松島文化観光交流館︵アトレ・る
Hall︶２階 和室
●講 師 ようこ接骨院
院長 清野陽子さん
●定 員
名︵先着順︶
●参加費 無料
●対 象 町民の方
●その他 動きやすい服装・飲み物・タオル
●申込期間 ６月８日㊌〜 日㊍
午前８時 分〜午後５時
︵土日祝日は除きます︶
●申込方法 電話でお申し込みください︒
※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっ
ては︑中止になる場合があります︒予め
ご了承ください︒
※小学生以下の方が参加される場合︑保護
者の方も同伴または参加願います︒

健康体操教室の参加者
募集をします

▲KYT（危険予知トレーニング）を行い、
活動に応じた注意点についてみんなで考えました

匡子 ︵松島︶
晴 ︵竹谷︶
トシ子︵磯崎︶
親一 ︵手樽︶

◆西塚
◆浅野
◆今野

子︵幡谷︶
矩男︵磯崎︶
嘉子︵松島︶

11

10

５月敬老祝金贈呈者︵敬称略︶
米寿おめでとう
◆丹野 とも子︵磯崎︶
◆小畑 美代子︵竹谷︶
◆鈴木 みつ子︵松島︶
◆内
陽子 ︵根廻︶

10

30

▲杉道市の様子

16
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30

10

水稲植え付け後の踏みつけ防止のため︑カ
ラス・カルガモ等有害鳥獣の実弾による駆除
を６月２日・３日の２日間︑町内全域で早朝
日の出から日没まで実施いたします︒
●問合先 産業観光課産業振興班
☎３５４︲５７０７

食生活改善推進員会は設立６０周年を迎え、レシピ集を作成しました。保健福祉センターどんぐりで配布
しているほか、地域の食生活改善推進員会から受け取ることもできます。これまで調理実習で行ってきたレ
シピや健康に関する情報を掲載しておりますので、ぜひご家庭でご活用ください！

14

募

24

10

９

10

９

森田︶

〜設立６０周年記念レシピ集を配布しています！〜

︵学芸員

いましょう。

26

※祝金贈呈対象者は米寿は町内在住５年以上︑白寿は町内在住 年以上の方で︑誕生月
の初日に松島町住民として住民基本台帳に記録されている方となります︒
10

15

23

い回数をこなしたことを記念して石碑を建立する︑という信仰の在り方を

たんぱく質やカルシウムが多く含まれる手軽なサバの水煮缶を汁ごと
使い、キャベツときのこと合わせたうまみたっぷりのレシピです！

15

15

i

27
（作り方）
【材料（３人分）】

▲向かって左が今回紹介する石碑

＜ キャベツとサバ缶のスープパスタ ＞

▲国土地理院地図より

① キャベツはざく切り、しめじは石づきをとり、
スパゲッティ・・・・ 80g×3束
ほぐす。にんにくはみじん切りにする。
キャベツ・・・・ 150g（1/4玉）
② 鍋に湯をわかし、スパゲッティを袋の表示より１分〜２分短くゆでる。
しめじ・・・・・・ 100g（1袋）
③ フライパンにオリーブオイルを入れ、にんにくとしめじとキャベツをさっと炒める。
サバ（水煮缶）・・・・・・ 1缶
④ ③にサバの水煮缶を荒くほぐして汁ごと加え、鍋に移して固形コンソメと湯を加える。
オリーブオイル・ 大さじ1と1/2
煮立ったらスパゲッティを加え味がなじんだらできあがり。
にんにく・・・・・・・・ 1かけ
⑤ 皿に盛りつけてお好みで粉チーズや塩こんぶをふりかける （一人あたり）
固形コンソメ・・・・・・・２個
エネルギー：４６４kcal
のもおすすめです。
塩こしょう・・・・・・・・少々
２.０ｇ
※ ③で使うフライパンは、底が深いフライパンまたは鍋を使 塩分相当量：

うかがわせる好資料といえるでしょう︒

佐藤安子さん（磯崎地区）のおすすめレシピ♪

松島の子育て

町
松島 だより
館
児童
号
月
６

じ

松島町

どう

かん

開

児童館
☎ 354-6888

FAX 355-1022

休

時

間

館

日

日曜・祝日・年末年始
新型コロナウイルス感染予防の為、開館時 間を短縮
しています。詳しくは児童館までお問い合せください。

https://www.facebook.com/
MatsuKodomo/

https://matsushima-kosodate.com/

館

月〜土曜日 午前９時開館
小学生：夏季 ４月〜１０月 （午後５時まで)
中学生：午後６時まで 高校生：午後７時まで

松島町こども
支援班
Facebook

松島町
子育て
支援サイト

検索

６月は食育月間です

食育月間を機会に、将来の健康に向けて普段の食べ方を見直し、健康投資をしてみませんか？

健康的な食生活の基本

食べ方チェンジで健康プチ投資

① 朝・昼・夕の１日３食のリズ
ムをととのえる
② 主食・主菜・副菜をそろえて
栄養バランスをととのえる

親子教室新年度がスタートしました！！
会

会

なかよし教室

読み聞かせの

〜食べ方チェンジで健康プチ投資〜

リズム遊びの

生活スタイルなどで左記の項目を実現することが難しいと
きは、次のことにチャレンジしてみましょう！
① 野菜から食べる
食物繊維が多く含まれる野菜から食べることで、食後血糖
値の上昇を緩やかにします。
② よく噛んで食べる
満腹中枢を刺激し、食べすぎを防ぎます。
③ めん類の汁は残す
汁には多くの食塩が含まれいるため、高血圧のリスクを高
めます。

６月４日〜１０日は、
「歯と口の健康週間」です
標語 「いただきます 人生１００年 歯と共に」
児童館に「おもちゃ病院」がやってくる
壊れたり動かなくなったりした大切なおもちゃをドクター
がお預かりして、可能な限り原則無料で治療します。症状に
よっては一旦お預かりして後日受け渡しになる場合もありま
す。また、事前に児童館でお預かりすることも可能です。

お母さんと一緒に
こいのぼり を作りました！

開設日・時間 ６月１１日㊏

所 松島町児童館集会室

場

新しいおもちゃの紹介

そ

３月に行った『リサイクル広場』
『第１回松島町婦人会バザー」の売
上から、赤ちゃん用のおもちゃ、ぬ
り絵等を購入させて頂きました。
ご協力ありがとうございました。
大切に使わせていただきます。

の

他

①新品の部品と交換が必要な場合は、事前にご相談の上、実
費を頂くことがあります。
②説明書や箱、付属品があれば一緒にお持ちください。
③不要になったおもちゃは、部品を活用しますので捨てずに
お譲り下さい。

■親子教室・イベント等の日程
教

室

名

✿マークは、乳幼児親子向けのイベントです。
象

程

時

間

内

容

８日㊌

午前１０時３０分
〜午前１１時

２、３歳児親子
要申し込み

６月１０日㊎

午前１０時３０分
〜午前１１時３０分

「３B」とは、 ボール
ベルター
ベル の
３つの用具を使った楽しい体操です！親子で楽しく
体を動かしましょう！講師は佐藤多嘉子先生です。

【登録制】

６月１３日㊊

未就学児親子
参加自由

✿３B体操
定員 ６組

✿読み聞かせの会

乳児(０歳児)親子
参加自由

✿なかよし教室

【登録制】

✿どんぐり保健室

０歳〜１８歳までの
お子さまと保護者

広報まつしま

日

ピウピアノ教室の鈴木先生が、ボランティアで児童
館に遊びに来てくれます。音楽に興味のある親子さ
ん集まれ♬

✿リトミックの日

✿赤ちゃんほっとサロン

19

対

午前１０時〜午後１時

６月

午前１０時３０分
〜午前１１時

読み聞かせボランティア「おはなしころころ」さん
による絵本や紙芝居、パネルシアターなど児童文化
を楽しみます。

６月１４日㊋

午前１０時
〜午前１１時３０分

初めての育児や、赤ちゃんとの生活で戸惑うことも
あるかと思います。助産師・保健師と一緒に、赤ちゃ
んのこと、母乳のことなどお話ししてみませんか？
赤ちゃんを囲みながらほっとひと息つける時間を過
ごしましょう。

６月２２日㊌

午前１０時３０分
〜午前１１時３０分

保育士の先生やお友達と一緒にクラス活動を経験し
ます。２〜３歳児の教室です。

６月２２日㊌

午前１０時
〜午前１１時３０分

松島町の保健師、栄養士とお子さまの成長や予防接
種、ことば、離乳食についてお話ししませんか？気
軽に遊びに来て下さい♪

「歯と口の健康週間」は、歯と口の健康に関する正しい知識を持ち、口の病気の予防に関する良い習
慣をつけ、歯の健口寿命を延ばし、全身の健康増進を推進する週間です。

お口のケアで免疫機能をアップさせましょう
私たちの身体は病気と闘うための大きな力（自己免疫機能）を持っています。この免疫機能を発
揮するためには「お口のケア」が重要です。うがい・歯磨き・舌磨きなどの「お口のケア」をする
ことで、感染を引き起こす細菌やウイルスを減少させ、感染予防につながります。
★感染を防ぐための歯磨きのコツ
１、歯ブラシを小さく動かし、隅々まで磨く
２、歯を磨く時は、口を閉じるか、もう片方の手で口を覆って飛沫が飛ばないように磨く
３、うがい時は少量の水を含んで、シンクの近くでそっと吐き出す
４、口のケア後はシンク周りや鏡などのアルコール消毒をする
また長引くマスク生活によって口腔内及び口腔周囲（表情筋）の筋肉が衰えている恐れがありま
す。
「お口の体操」をして機能低下を防ぎましょう。詳しくはどんぐり健康相談をご利用ください。
どんぐり健康相談に関する問い合せ 健康長寿課健康づくり班 ☎３５５‐０７０３

●健康長寿課健康づくり班(保健福祉センターどんぐり)
■乳幼児健診のご案内
内

容

２歳６か月児歯科健診
１歳６か月児健診

日

付

６月２１日㊋

受付時間
午後０時４５分
〜午後１時

６月２８日㊋ 午後０時４５分
〜午後１時

場

所

☎３５５-０７０３
対

象

令和２年１月〜令和２年２月生
JA高城避難所３階
令和３年１１月〜令和３年１２月生

■その他のご案内
内

容

母子健康手帳の交付

日

付

時

間

場

所

保健福祉センター
６月 ６日㊊ 午前９時３０分
どんぐり
２０日㊊
〜午前１１時

備

考

※左記の日程以外での交付も可能なのでご連絡ください。
※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
確認書類をお持ちください。

広報まつしま
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27

瑞巌寺杉道市⑯

26

こころの相談⑭
母子健康手帳の交付⑱

20

19

読み聞かせの会⑲

13

12

7

１歳６か月児健診⑱

28

アルコール・薬物相談⑭
２歳６か月児歯科健診⑱

21

赤ちゃんほっとサロン⑲

14

行政相談、消費生活相談⑭

i 人権なんでも相談、

火

29

なかよし教室⑲
どんぐり保健室⑲

22

ひきこもり・思春期こころの相談⑭
ＨＩＶ・クラミジア抗体検査、肺炎検査、
梅毒抗体検査、骨髄バンク登録受付⑭

15

ひきこもり・思春期こころの相談⑭
リトミックの日⑲

8

ＨＩＶ・クラミジア抗体検査、肺炎検査、
梅毒抗体検査、骨髄バンク登録受付⑭

1

水

福祉・介護
観光
スポーツ
〇 囲みの数字は本誌の該当ページです。

母子健康手帳の交付⑱

6

5

ふれあいスポーツ大会⑨

30

月

子育て
健康
i インフォメーション

29

日

2022

6

発 行 と 編 集 宮城県松島町企画調整課
〒９８１-０２１５ 宮城県宮城郡松島町高城字帰命院下一１９番地の１
☎ ０２２-３５４-５７０１ ＦＡＸ ０２２-３５４-３１４０
ホ ー ム ペ ー ジ https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/
メールアドレス info@town.matsushima.miyagi.jp
HP 用

町県民税１期・国民健康保険税３期
介護保険料２期・水道料金６月分
下水道受益者負担金（1 期）

i 納期限⑮

30

23

生活保護相談（予約制）⑭

16

こころの相談⑭

9

生活保護相談（予約制）⑭

2

木

文化・学び

松 島 町 の ホ ーム ペ ージ 等 はこちらから

1

24

17

３B 体操⑲

i 法律相談（予約制）
⑭

10

3

金

Twitter 用

安心・安全メール用

2

25

18

おもちゃ病院⑲

11

4

土

令和 4 年 6 月１日発行

Facebook 用

No．570

Instagram 用

6 月号

LINE 用

松島町では HP、Instagram、Facebook、Twitter で最新の情報を発信してお
ります。また、防災・防犯情報を「安心・安全メール」で発信しております。

