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絶対、勝ちたい、運動会の徒競走。スタート前に胸は高鳴り、「バーン！」
と響いた合図で一気に加速。チラリと視界をよぎるのは、身を乗り出して
手を回すお父さん、お母さん。風を切って、息を止めて、コーナーを回れ
ば最後の直線。一生懸命にグラウンドを蹴り、グンと胸を突き出してゴー
ルテープへ。勝った喜び、負けた悔しさ。だけど、一人ひとりが主人公。
（２面に関連記事）
一生懸命な小さな背中が今年も感動を呼びました。
この広報紙は、環境に配慮し
再生紙を使用しています。

スローガン 「優勝へ突き進め！

仲間を信じて全力勝負」

すが、児童たちの真剣な眼差
し、そして力強い走りに大き
な歓声がわきました。
団体競技の大玉転がしや綱
引きでは、皆が一致団結して
ハツラツプレーを展開。締め
くくりは、男女別に各学年の
選抜選手がトラックを駆け抜
ける紅白対抗スーパーマンリ
レーで、巧みなバトンパスや
自慢の脚力を披露しました。
児童たちがいきいきと躍動
する姿は、今年もたくさんの
感動を呼びました。

◆お肌によいと評判の泉質
です。みなさんもぜひ！

女川温泉ゆぽっぽが４月21日に入館10万人を達成し、
記念セレモニーを行いました。
平成27年３月に女川駅と合わせてオープンしてから約
２年での達成で、10万人目の入館者となったのは神奈川
県茅ケ崎市在住の池田雅弘さん。震災後、ボランティア
として訪れてから毎年桜の季節に来町し、今回で７回目
とのこと。節目の記念にくす玉を割ってお祝いし、須田
町長からは、入館証明書と花束、記念品が贈られました。

ど う

◆さんま DE サンバのリズムに合わせて「女川体操」㊧、呼吸を合わせてゴールへ
運ぶ「大玉転がし」㊥、力の限り声を出して迫力満点の「応援合戦」㊨

や く

５ 月 日、 今 年 は「 優 勝
へ突き進め！ 仲間を信じて
全力勝負」をスローガンに、
女川小学校で第５回運動会
が開催されました。
２００人の児童が紅白に
分 か れ、 ま ず は 応 援 合 戦 か
ら。 息 を 合 わ せ て 大 き な 声
で チ ー ム を 鼓 舞 し、 エ ー ル
を交換しました。
見 ど こ ろ は、 な ん と い っ
て も 学 年 ご と の 徒 競 走。 応
援する保護者たちも力が入
り、 思 わ ず 身 を 乗 り 出 し ま
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◆ 真 剣 勝 負 の 徒 競 走。 腕 を 振 っ て コ ー
ナーを曲がり、おもいきりグラウンド
を蹴り上げました

◆鼓笛隊は校歌とさんま DE サンバを演奏。
フォーメーション移動もばっちり！

◆大きな声で、気合を入れながらのスタートダ
ッシュ！「絶対、負けないぞ～！」

児童 の躍動 に歓声 、
女川小運動会

Photo
Report

◆女川温泉ゆぽっぽ、オープンから２年で入館10万人を達成
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タウン・ギャラリー

鷲神公園へ桜23本を寄贈

GWにぎわう駅前、
インド武術も

兵庫県西宮市と同市内のライオンズクラ
ブ（以下LC）６団体から本町へ桜の苗木23
本が寄贈され、５月９日、植樹した鷲神公
園でセレモニーを行いました。
寄贈いただいたのは西宮市オリジナルの
10本と「夙川舞桜」13
品種
「西宮権現平桜」
本で、西宮市からは苗木を、LCは運搬費
を募金で集めました。西宮市からは震災後
継続して応援職員を派遣いただいており、
本町からは、震災で幹だけになりながらも
奇跡的に花を咲かせた旧第ニ保育所のソメ
イヨシノから生まれた「津波桜」２本のうち
の１本を同市へ寄贈しました。

ゴールデンウィークは多くの観光客がシ
ーパルピア女川や地元市場ハマテラス、女
川温泉ゆぽっぽなどを訪れ、にぎわいを見
せました。
５月４日には「ナマステ・インディアin
女川町」がまちなか交流館で開催され、イ
ンド政府派遣の伝統武術
「カラリパヤット」
舞踊団やボリウッドダンサーらがステージ
を盛り上げたほか、本場レトルトカレー販
売や手足に模様を描くメヘンディ体験など
が好評を博しました。また、女川駅前に設
置されたシーパルちゃんふわふわエアドー
ムも子どもたちに大盛況でした。

西宮市＆ライオンズクラブ６団体から

ごん げん だいら

しゅく がわ まい

ナマステ・インディアin女川町

影。おめでとうございます

◆ 親族のみなさんと記念撮

いて交通ルールを確認

◆ 大人が見守る中、実際に歩

右見て、左見て、もう一度右を

満100歳のご長寿祝う

女川小学校では、児童たちが正しい交通
ルールを学ぼうと、４月21日に交通安全
教室を行いました。
当日は、本町交通安全指導隊のみなさん
の協力のもと、全児童が小学校から女川駅
前のレンガみちにかけてを実際に歩き、信
号機のない横断歩道の渡り方や歩道の歩き
方などを先生方が指導しました。左右をよ
く確認し、車に注意しながら歩いた児童た
ちは、通学路や遊び場までの危険・注意箇
所なども熱心に聞いていました。運転する
みなさんも、常に歩行者へ注意を払い、事
故のないまちづくりに努めましょう。

４月29日に満100歳の誕生日を迎えた
大正６年生まれの阿部マサヨさん
（針浜区）
に須田町長と木村議長から特別敬老祝金と
記念品が贈られました。
20歳のころ、本町にあった丸竹旅館へ
嫁ぎ、旅館業を手伝っていましたが、その
後独立して食堂を経営したマサヨさん。お
だやかな性格で、よく手作りの服を子ども
に作っていたそうです。元々活発で運動を
好み、現在は老人保健施設でみなさんと楽
しく過ごしています。好き嫌いはなく、食
事も普通食を摂るなどお元気です。いつま
でも長生きしてくださいね！

女川小学校で交通安全教室
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◆ 軽快ながら迫力満点のイ
ンド武術を楽しみました

須田町長が記念の鍬入れ

◆ 甲山ＬＣの小野木さんと

わしのかみ

特別敬老祝金贈呈

タウン・ギャラリー
◆ 観 光 客 が 檄 を 飛 ば す 中、
女性たちも奮闘しました

いのぼりが青空の下、
共演

◆ ウミネコ（駅舎屋根）とこ
みこし

観光客歓迎、大空泳ぐこいのぼり

神輿担いで「チョーサイ！」

端午の節句である５月５日「こどもの日」
にちなんで、女川駅前にこいのぼり60匹
が設置され、ゴールデンウィークを中心に
大空を優雅に泳ぐ姿が見られました。
こいのぼりは震災前に寄贈されたものを
町教育委員会生涯学習課が保管、これまで
総合運動場周辺に設置してきましたが、観
光客にも楽しんでもらおうと昨年から町民
有志と同課が連携して、駅前にも設置して
います。発案した木津努さんは「駅前だけ
でなく、町民みなさんのお住まいから、こ
いのぼりがたくさん揚がる日が待ち遠しい
です」
と期待を込めました。

４月末から５月上旬にかけて、町内の各
神社で恒例の例大祭が行われ、
神輿（みこし）
を担ぐ勇ましい姿が見られました。
例大祭では、神事の後、神輿を担いで練
り歩き、家内安全や無病息災、家業繁栄な
どを祈願します。今年も４月29日の竹浦・
庭足五十鈴神社を皮切りに、５月３日には
鷲神地区・熊野神社や女川地区・白山神社
が女川駅前で行列を作ったほか、各所で盛
大に行われました。活気あふれる獅子振り
や太鼓・笛の音、そして観光客も一緒にな
っての「チョーサイ、チョーサイ！」と威
勢よい声が響いていました。

町民有志が女川駅前に60匹設置

町内各神社で例大祭

■女川町の話題と人を紹介するラジオ番組

佐藤敏郎の onagawa now！
～大人のたまり場～

○TBC東北放送ラジオ（AM1260kHz） 毎週日曜日 午後11時
○ラジオ石巻（FM76.4MHz） 土曜日 午後４時、水曜 正午（再放送）
ほか全国28ラジオ局で放送

「OnagawaFM」では、前身の臨時災害放送局「女川さいがいＦＭ」での５年間の経験を
生かし、新しいまちづくりが進む女川町の最新の話題と人を、県内および全国に紹介するラ
ジオ番組のほか、ツイッター・Facebook等で発信しています。
ラジオ番組のパーソナリティは、女川中学校など本町で11年にわたって勤務した元教師の
佐藤敏郎さんと、女川さいがいＦＭの平日の顔としてラジオに出演していた阿部真知子さん
の２人が担当。さいがいＦＭで人気を博した「おながわなう。」と「大人のたまり場」の２
番組が合体し、毎週、女川町民や町にゆかりのある方をゲストに招いてのトーク、イベント
など町の話題を、分かりやすく、そして楽しくおしゃべりします。
番組の収録は町内で行っており、見学も可能です。みなさん、ぜひ遊びに来てください。
ラジオはネット配信もしています。詳しくは、OnagawaFMホームページをご覧ください。
http://onagawafm.jp/
ツイッター https://twitter.com/onagawafm
Facebook https://www.facebook.com/onagawafm/
HP
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音楽のチカラで女川を元気に！

そうかい

我歴stock in 女川 ～奏開編～

アー
ム
大会 レスリン
を開
催！ グ
王は
怪力
誰の
６月18日（日）午前10時～午後３時 女川駅前広場特設ステージ
手に
!?
メインMCにKOJIMA SATOKOさんを迎え、５組のアーティストが魅せる圧巻のライブステージ。最
高の時間を堪能してください！ 今年はUSHIOブースを新設し、さまざまなジャンルのワークショップを
開催。来てくれたみなさんが楽しめること間違いなしです。また、女川町出身D-BONSによるライブペイ
ントや美味しい女川の食が女川駅前に並びます！
さらに、
「女川福幸丸船長杯争奪アームレスリング大会」の開催が決定！ 初代怪力王の称号は誰の腕に？
その腕っ節、今見せずにいつ見せる！ 力自慢のみなさん、全員集合です。

出演アーティスト

USHIOブース（ワークショップ）参加団体

●青年部バンド ●HANZI BAND
●爆笑コメディアンズ（お笑いライブ）
●真藤敬利 ●K ●D-BONS


●女川潮騒太鼓轟会による和太鼓体験
●女川ダンススクールによるキッズダンス体験
●三陸石鹸工房 KURIYAの石けんポプリ作り
●harmonyによるアロママッサージ

※オープニングアクト…女川ダンススクール



◆問合せ先 女川福幸丸(植木)

☎070-5322-2500

大崎平野を一望できる553㍍の“加美富士”へ登ってみませんか？

町民トレッキング ～夏～ 薬莱(やくらい)山
７月２日(日)午前７時～午後５時

◆行

程 7:00 出発（第二多目的運動場駐車場）→ 9:00 やくらいガーデン到着
→ 9:20 登山開始 → 13:20 休憩（やくらい薬師の湯）
→ 15:00 出発 → 17:00 到着（第二多目的運動場駐車場）
◆対 象 者 町民および町内事業所勤務の方（定員25名）
◆参 加 費 3,000円 ※申込時にお支払いください。
◆申込方法 ６月６日（火）～20日（火）にお申し込みください。
◆申込み・問合せ先 生涯学習課体育振興係（総合体育館事務室） ☎53-3151

町内の文化財をめぐって、女川の歴史に触れてみましょう

女川町文化財めぐり
●１回目
７月１日
（土）午前10時
「町内の文化財を

見てみよう」

●２回目
７月８日（土）午前10時
「町内に残る板碑の
拓本をとってみよう」

針浜地区に残る文化財をめぐ
ります。

町内で一番古い、板碑の拓本
をとってみましょう。

●３回目

参加
無料

７月15日（土）午前10時
「拓本から読み取ろう」
板碑の拓本から読み取れるこ
とを学んでみましょう。

※１回目は針浜地区です。現地集合・現地解散となります。
◆募集人数 15名（定員になり次第締め切り）
◆申込方法 ６月20日（火）までにお申し込みください。
◆申込み・問合せ先 生涯学習課生涯学習係（総合体育館事務室
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担当：平塚・佐々木） ☎53-2295

宮城ヘルシー2017ふるさとスポーツ祭
石巻地区大会予選会

出場チームを募集

みなさんの健康づくりの一環として、また、スポーツ・レ
クリエーションを通し交流の輪が広がることを期待して、今
年も
「宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭」の石巻地区大会予選
会が開催されます。
誰もが気軽に参加できる大会ですので、ぜひご参加ください。
◆日
程
◆参加資格

６月25日
（日）
午前８時30分～
○女川町に住所を有する方 〇仮設住宅に居住する方
○女川町のスポーツ団体に属する方で、石巻地区に住所を有する方
○女川町の企業に勤める方で、石巻地区に住所を有する方
◆申込方法 ６月４日
（日）
午後５時までに選手名簿を生涯学習課へ提出してください。
◆代表者会議 ６月９日
（金）
午後７時 総合体育館第１・２会議室
種目

会場

対象

雨天時
順延日
なし

チーム編成

備考

ソ フ ト 第二多目的 中学生 39歳 以 下10名 以 内、40
※開 会式時に スローピッチルール適用
ボ ー ル
運動場
以上男女 歳以上10名以内(計20名)
抽選
家庭バレ
20～39歳10名以内、40
総合体育館 一般女子
ーボール
歳以上6名以内(計16名)
ペタンク

女川小学校 中学生
6名以内
校庭
以上男女

なし

ゼッケンは胸・背中に着
用。ボールはビニール

7月16日
(日)

ヘルシー石巻地区大会
ルール適用

※ソフトボールと家庭バレーボールは上位２チーム、ペタンクは上位３チームへ、９月10日(日)に本町で行わ
れる本大会への出場権が与えられます。

◆申込み・問合せ先

生涯学習課体育振興係
（総合体育館事務室） ☎53-3151

■
■
■
■
■
■

サロメ／原田マハ
■ 利休の闇／加藤廣
室町無頼／垣根涼介
ウルトラ図解歯周病／渡辺久
改革／井上康生
仙台真田氏物語／堀米薫
動物と話せる少女リリアーネシリーズ

「月の森に、
カミよ眠れ」

女川町勤労青少年センター2階

☎54-3181

開館時間／午前９時～午後５時

※水曜・土曜のみ午後６時まで開館しています

◆６月の休館日

５・12・19・26日

▶▶▶６月の移動図書館

上橋菜穂子 著
上橋さんの若かりしころの著
書である歴史ファンタジー。人
間の世界と隣にある神の世界の
話で、神と人をつなぐ人たちの
不思議さ。まだ自然と調和
して生活していたころ
のお話です。

６月 の
女川 つながる図書館情報

の
今月 め
す
おす 籍
書

新着一般書・絵本

Ｆコースに大原南区・女川南区を追加して運行します

６月より移動図書館は下記２ヶ所を追加して運行します。同コース他地区の時間変更はありません。
◆日
程 ６月９日・23日（金）※Ｆコース
◆時
間 大原南区（大原南区集会所前）13:10～14:00
女川南区（住宅地内空きスペース）14:10～14:50
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平成30年度採用（４月１日採用）

女川町職員 を
募集 します

未来に
女川の
んの
みなさ
を！
若い力

◆試験区分・職種・採用予定人員・職務内容・受験資格
試験区分

中

級

職

種

保健師

採用予定
人員

若干名

職

務

内

容

保健師として技術的・専門的な業務に従事しますが、行政事務
にも従事し、施設勤務および災害発生時には深夜勤務になるこ
ともあります。

受験資格
昭和63年４月２日以降に生まれた方で、保健師の資格を有する
方または取得する見込みの方。

(短期大学
卒業程度)

保育業務に従事しますが、行政事務にも従事し、施設勤務およ
び災害発生時には深夜勤務になることもあります。

保育士

若干名

受験資格
昭和63年４月２日以降に生まれた方で、保育士の資格を有する
方または取得する見込みの方。

※受験資格を満たしていない等、申込書に事実と異なる記載をした場合は、合格を取り消すことがあります。

◆試験日および場所 【第１次試験】７月23日
（日） 午前10時～（受付：午前９時～）
宮城県自治会館（仙台市青葉区上杉一丁目 ２-３）
【第２次試験】９月上旬ごろ ※第１次試験合格者に通知
◆試験の方法・内容 【第１次試験】教養試験
（２時間）
、一般性格診断検査
（20分）
【第２次試験】作文試験
（１時間）
、人物試験、健康診断、資格調査
◆受付期間 ６月１日
（木）
～16日
（金）※平日の午前８時30分～午後５時15分

※郵便の場合は６月16日（金）到着分まで受け付けます。「特定記録郵便」等、確実な方法により、お申し込み
ください。

◆申込書請求先

〒986-2261

女川町女川浜字大原316

女川町役場総務課（仮設庁舎 ２階）

※郵便での請求は、封筒の表に「職員採用統一試験受験申込書請求」と朱書きし、必ず120 円切手を同封して
ください。

◆提出書類等 受験申込書１部、履歴書１通 ※郵便提出の場合のみ82円切手を同封のこと
◆問合せ先 役場総務課総務係 ☎54-3131内線211

●固定資産評価審査委員のご紹介
３月に行われた定例議会で、女川南区の平塚壽和さんと上四区の木村繁さんが固定資産審査評価
委員に選任されました。任期は平塚さんが４月１日から平成32年３月31日、木村さんが５月８日
から平成32年５月７日までとなります。

≪固定資産評価審査委員会とは≫

ひらつかひさかず

平塚壽和さん
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き むら

木村

しげる

繁さん

町に置く行政委員会の一つで、公正・中立で専門的
な立場から固定資産課税台帳に登録された価格に関す
る納税者の不服の審査や決定、その他の事務などを行
う委員会です。委員は町の住民で、町税の納税義務が
ある方または固定資産の評価について学識経験を有す
る方のうちから、町議会の同意を得て町長が選任しま
す。

教育委員会教育総務課に編さん室を設置

“女川町誌”の編さんがスタート
女川町教育委員会では、今年４月１日、教育総務課に「町誌編
さん室」を設置し、新しい「女川町誌」の編さんが始まりました。
町の歴史を後世に残すため、昭和35年８月に女川町誌を、平成
３年３月に「続編」を刊行しました。今回は、本年度から事業を
開始し、平成33年度末の刊行を予定しています。
先の震災により、平成３年から約20年間の行政資料や町の記録など多くの資料が失われている
ため、資料の収集作業が困難になることが予想されます。今後、広報おながわや町公式ホームペー
ジなどで資料提供のお願いや聞き取りなども実施していく予定です。

【町誌編さん室
（総合体育館内） ☎53-3151内線16】

これまでの女川町誌編さんについて
町誌の編さんについては、当時、郷土誌編さんが要望されていたことを受け、昭和27年に専門委員２
人と助手１人を置き、４月から昭和33年３月までの６年をかけて各種資料の収集や研修、その後２年半
をかけて編集を行い、昭和35年８月に発行しています。
また、続編については、町誌編さんから約30年後の昭和61年11月に、町制施行60周年の節目として
編さんの強い要望を受け、記念事業として刊行が決定。昭和62年４月に編集計画が企画され、平成３年
３月に４年の歳月を経て刊行されました。

女川町誌
大正
15年

８年間
昭和
27年

女川町誌続編

昭和
35年

４年間
昭和
62年

記録がない期間 震災記録誌

平成
３年

平成23年
３月

女川町誌新編（仮称）の刊行について
①刊行時期および内容の検討
刊行決定から刊行まで５年程度を要するため、新しい町誌の刊行時期については町制95周年の平成
33年度を予定しています。内容は、上図白い部分の約20年間に震災後約10年間を記録した30年程度と
なります（前回同様）
。また、震災後の記録については、震災記録誌や復興の様子などボリュームが多く
なると予想されるため、震災前の記録もそれに見合った情報量を入れ込む予定です。
②事業手法について
初年度にあたる平成29年度は、まず、編さん準備委員を３～４名委嘱し、編さんの方向性を決定します。
そして、平成30年度まで資料収集等を行い、平成31年度以降、それを基に編さん委員を委嘱して執筆
を行う計画です。これまでの資料収集とは違い、平成23年３月11日の東日本大震災によって平成３年
以降約20年間の行政資料が失われたため、収集作業が困難となることが予想され、情報収集等の業者委
託や町民みなさんからの聞き取りなども考えています。

女川町誌の電子書籍版 町公式ホームページで公開中！

町では、これまでの町の歴史・歩みを記録してきた女川町誌をデジ
タルブックとして電子書籍化しました。女川町公式ホームページで無
料で公開していますので、どなたでも自由に閲覧することができます。
また、ブック内のキーワード検索も可能です。
HP http://www.town.onagawa.miyagi.jp/

――――――

女川町誌刊行物の販売について

セット購入がお得です！

――――――

●女川町誌 5,000円（税込） ●女川町誌続編 3,000円（税込）
●女川町誌と女川町誌続編の２冊セット 6,000円（税込）

刊行物をご希望の方は、役場総務課秘書広報係（☎54-3131内線212）までお問い合わせください。
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弾道ミサイル落下時の行動について
有事には「Ｊアラート」で緊急情報を伝達します

弾道ミサイルが日
本 に 飛 来 す る 場 合、
発射から極めて短時
間で着弾します。
日本に落下する可
能 性 が あ る 場 合 は、
全国瞬時警報システ
ム「 Ｊ ア ラ ー ト 」 に
より、24時間体制で防災広報無線から特
別なサイレン音とともに発射情報等のメッ
セージを流すほか、緊急速報メールなどで
緊急情報を伝達します。
また、弾道ミサイルが落下する可能性が
ある場合にみなさんがとるべき行動につい
て、国が取りまとめたものが「国民保護ポー
タルサイト」で掲載されているほか、町公
式ホームページにも詳細を掲載しています。
有事の際は、落ち着いて行動してください。


①速やかな避難行動
②正確かつ迅速な情報収集
メッセージが流れたら
落ち着いて、
ただちに行動してください！
屋 外に

いる場合

屋 内に
いる場合

近くのできるだけ頑丈な建物や地
下街などに避難する。
近くに適当な建物がない場合は、
物陰に身を隠すか地面に伏せて、
頭部を守る。
できるだけ窓から離れ、できれば
窓のない部屋へ移動する。

◆問合せ先 役場企画課防災係 54-3131内線222・223
○国民保護ポータルサイト HP http://www.kokuminhogo.go.jp/
○女川町公式ホームページ HP http://www.town.onagawa.miyagi.jp/

個性あふれるＣＭで
町の魅力をPRしませんか？
●みやぎふるさとＣＭ大賞30秒ＣＭ作品を募集！

町では、アイデアあふれる30秒の「ふるさとＣＭ」作品を募集
しています。テーマは女川町の魅力、地域の情報や自慢、観光、物
産、伝統、自然など、何でもＯＫです。応募多数の場合は、代表者
による協議を行い、作品１点を女川町の代表作品として応募させて
いただきます。代表作品はＫＨＢ東日本放送の番組で放送されるほ
か、同局ホームページや女川町公式ホームページ上に掲載され、全
国へ向けてメッセージが発信されます。
ＣＭ大賞を目指し、ふるってご応募ください。
◆内


容

昨年の本町出品作品は「私と一
緒に女川ライフ」。銅賞を受賞
し、同局で年間30回無料放送さ
れています。

地域の特徴を表現した30秒のＣＭ1本
（未発表のもの）

※応募作品に25字以内でタイトルをつけてください。応募作品の著作権は女川町に帰属します。

◆作品規格 ビデオテープ搬入…HV規格
（HDCAM・HDV）
、ビデオデータ搬入…HV
（1920×1080）ま
たは（1920×720）
サイズのAVI、
AVHID、
MPEG2、
AVCHD、
MPEG4、
MOVなどの拡張子のファイル
◆応募対象者 女川町をぜひＰＲしたいという方
（町民に限りません）
◆応募期間 ９月１日
（金）
までに、作品と制作者氏名・連絡先を明記のうえ、ご応募ください。
◆ご 注 意 ＣＭ制作上のルールがありますので、ご応募を検討される方は事前にご連絡ください。
◆応募・問合せ先 役場総務課秘書広報係 ☎54-3131内線213
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フューチャーセンターを
ご利用ください♪

❶有料コワーキングスペース
机と椅子が並ぶ木のぬくもりあふれ
る落ち着いた空間は、小規模事業者
などがカフェ感覚のオープンな仕事
場を共有し、異なる業種間の情報交換
な ど、 コ ミ ュ ニ
ケーションを図
ることができま
す。WiFi や 自 由
に充電できる電
源も完備。

カマス

OPEN

☎98-7175

HP http://www.onagawa-future.jp

❷無料多目的スペース

も
屋外の芝生
てOK！
自由に使っ
り、
寝転がった
うぞ～
び場にもど
遊
の
ち
た
子ども

有料スペースは小規模事業者が集う共有オ
フィスに。無料スペースはお茶っこや休憩、
待ち合わせなどお気軽にどうぞ！
女川駅前の
「女川フュー
チャーセンターCamass(カ
マス)」を利用していますか？
新規事業立ち上げや被災事
業者の事業再建支援、ビジネ
スマッチングなど、経営的な
観点から地域活性・まちづく
り支援を行う特定非営利活動
法人「アスヘノキボウ」が運営
するこの施設は、①小規模事
業者などがカフェのような空
間にパソコンを持ち込み、自
由に仕事ができる有料コワー
キングスペースと、②町民の
みなさんに無料開放のトレー

ラーハウスを使った多目的ス
ペースからなります。
受付スタッフに一声かける
だけで、どなたでもご自由に
利用することができる②の無
料多目的スペースは、仲間内
でのお茶っこやちょっとした
休 憩、 打 ち 合 わ せ、 ワ ー ク
ショップなどにも活用できま
す。コタツやソファのほか、
ホワイトボードや大きなテー
ブルを完備している部屋もあ
り、学生のみなさんが放課後
の自習や読書に利用するのに
も最適ですよ！

レイアウトの違う５部屋に間仕切ら
れたオシャレな空間は、町民のみなさ
んがお茶っこや打ち合わせなど集会所
のように利用できるほか、休憩や待ち
合 わ せ、 学 生 の
自習や読書など、
気軽に立ち寄れ
る無料の多目的
スペース。
※トレーラー１棟を貸し切る場合は有料

（１時間500円）

ご利用しやすくなりました

フ ュ ー チ ャ ー セ ン タ ーCamassでは、
どなたもご利用しやすいよう、昨年から
料金体系を変更しています。
①初回ご利用無料
②ワ ンデイは町内外関わ
らず、500円に。炭酸
水付き！
③高 校生以下はワンデイ
100円でご利用可
新サービスとして荷物
預かりも行っています。
●コインロッカー：300円
●大型荷物：500円

ご利用＆会員プラン案内
①有料コワーキングスペースをご利用いただくには、会員登録が必要です。

僕も
待ってる
よ！
ペ ッ
パ

Peppeーrく

ん

スタッフのみなさん

Camassメンバー（有料会員）

会員プラン

CamassWeb
メンバー
（無料会員）

ワンデイ（１日）会員

マンスリー（月）会員

入会金

無料

無料

10,000円

料金

無料

一
般:500円／日
大 学 生:250円／日
高校生以下:100円／日

町内利用者（※）:6,500円/月
一般利用者:8,500円/月

会議室利用

―

500円／1時間

無料

（期限なし）

月～土 9:00～19:00

（日・祝日を除く。最終受付18:30）

※町内利用者…町内に住んでいる方または町内で仕事をしている方

小松さん

白川さん

後藤さん

角田さん
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６月は環境月間です！

６月５日は「環境の日」です。これは、昭和47年６月５日
からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念
して定められたもので、
日本では平成３年度からこの６月を「環
境月間」としています。

●春のクリーン作戦について

町の事業として、
環境月間に合わせ毎年６月の第１日曜日に実施していた「春のクリーン作戦」は、
現状を踏まえて今年度も中止としますが、自主的に各行政区・自治会等で実施する清掃活動に対し、
ごみ袋の配布とごみの回収を行いますので、必要枚数などは事前にご連絡ください。消毒活動に対
しても、機械等の貸し出しや薬剤の配布を行いますので、こちらも事前にご連絡ください。
◆不法投棄されたごみ

●不法投棄について

環境月間中は、不法投棄問題にも全国的な取り組みが行われて
います。不法投棄は環境等の破壊につながりかねず、自然豊かな
町を未来に継承するためにも不法投棄はしてはいけません。最近、
生活ごみや廃棄物の不法投棄が後を絶たず、町では宮城県と協力
しながら不法投棄巡回パトロールなどを実施しており、発見した
場合にはただちに警察に通報し、捜査をしていただいています。
不法投棄は法律で禁止され、罰則規定として個人は５年以下の
懲役もしくは１千万円以下の罰金またはその両方が併科、法人で
は３億円以下の罰金とされています。町民一体となって、
「しない」
「させない」
「許さない」とい
う意識を持ち、不法投棄をなくしましょう。


◆連絡・問合せ先

協働教育プラットフォーム事業

☎54-3131内線114

健康福祉課からのお知らせ

「親子でおもいっきり身体遊び」

６月は児童手当現況届

の提出月です

子育て奮闘
中のママさん、
親子でおもい
きり身体を動
かして遊んで
みませんか？
広い芝生や
アスレチック
遊具で、一緒に楽しみましょう。
時 ６月14日
（水）
◆日
午前10時15分～11時30分
◆場
所 女川町総合運動公園
◆講
師 生涯学習課職員
◆参 加 費 無料
◆持 ち 物 身体を動かせる服装、
飲み物、
タオルなど
◆申込締切 ６月９日
（金）
◆申込み・問合せ先
生涯学習課 ☎53-2295
子育て支援センター ☎24-9341

◆そ の 他 お手続きの際には印鑑をご
持参ください。また、５月以降に転入
された方、第１子が生まれた方につい
ては手続き不要です。
◆問合せ先 役場健康福祉課子育て支援係

☎54-3131内線131

お母さん学級
～運動公園満喫タイム～
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役場町民生活課環境係

児童手当を受給している方は、引き続
き手当の受給資格を有するか確認するた
めに、毎年６月１日の世帯状況を町に届
け出さなければいけません。提出いただ
けない場合は６月以降の児童手当が支給
停止となる場合もありますので、期間内
にご提出ください。
◆提出期間 ６月15日
（木）
～30日
（金）
◆提出場所 役場健康福祉課子育て支援係
◆必要書類 ①現況届（郵送予定）、②健康保
険証の写し（本町国民健康保険加入者は提出省略
可）、③その他必要書類…課税証明書（平成
29年１月２日以降に本町に住民登録した方のみ）
・養
（両親以外が子を養育し受給している方の
育申立書
み）
・別居監護申立書（子と別居している方のみ）
・
子の属する世帯の住民票謄本（子と別居して
おり、別居先が町外の方のみ）

頑張る子どもたちを応援、保護者の経済的負担を軽減します
女川町学習塾代等支援事業

女川町高等学校等通学費等補助金

町では、子どもが学習
塾などを利用する場合
に、学力向上への支援と
一人ひとりの可能性を伸
ばすために学校外での学
びを支援することを目的
に、平成29年度も学習塾等の費用に対し、補
助を実施します。

今年度から女川町では、
高等学校等に在学している
生徒の通学費等に係る保護
者の経済的負担を軽減する
とともに子育て環境の整備
を図ることを目的に、通学のための定期券ま
たは下宿に要する費用の一部を補助します。

学習塾や習いごとなどの
費用を補助します

◆補助の対象期間
平成29年４月分～平成30年３月分
◆補助の対象者
町内に住所を有する、４歳〜18歳の子ども
の保護者

※平成11年４月２日～平成26年４月１日までに生
まれた子どもの保護者が該当

◆対象となる事業
継続的に学習や習いごとなどを行う塾など
で下記の事業を対象とします。
①学 習塾、家庭教師、通信教育など「補
習や教科指導」を行うもの
②稽 古ごとや練習の指導を行う文化・ス
ポーツ教室

例）水泳・ピアノ・習字・そろばん・英会話・
スポーツ少年団など

※女川向学館については、本補助金の対象とはなり
ません。

◆補助金の額・補助金の限度額
学習塾等の入会金および月謝の額
①に該当する場合の限度額…月額5,000円
②に該当する場合の限度額…月額3,000円

※１人で①、
②の両方に該当する場合は、
月額5,000
円が限度額となります。

高等学校等への通学費や
下宿費用を補助します

◆補助の対象者
町内に住所を有する、高校生等（高等学校、
特別支援学校（高等部）
、高等専門学校（第
３学年まで）の保護者で、同一世帯員に町
税等の滞納がない方
◆対象となる経費
①高校生等が自宅から通学している場合は、
公共交通機関の定期券の費用または通学
する高等学校等が運行するスクールバス
を利用したときの費用
②高 校生等が下宿等している場合は、その
下宿等の費用（部屋代に限る）
※国 等から同様の経費について補助などを受ける
場合は対象外となります。

◆補助金の額・補助金の限度額
①に該当する場合は、公共交通機関等にお
いて発行されている定期券で６ヶ月定期の
値段（６ヶ月よりも短い定期が最長の場合
は、その定期の値段）またはスクールバス
を利用したときの実費額
②に該当する場合は、下宿等に係る金額

※①、②ともに、自宅のＪＲ最寄駅からＪＲ石巻
駅までの定期券の金額を限度額とします。

上記補助金についての申請方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。

◆申請・問合せ先 教育委員会教育総務課

☎54-3133

仙台法務局からのお知らせ

法定相続情報証明制度が始まりました

５月29日から、全国の登記所（法務局）において、各種相続手続きに利用することができる
「法定
相続情報証明制度」が始まっています。この制度は、法廷相続人が誰であるのかを登記官が証明す
るものです。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要が
なくなります（※）。手続き先が複数ある場合、手続きが同時に進められるなど、とても便利な制度
ですので、ぜひご活用ください。発行に必要な書類など、詳しくは法務局ホームページをご覧いた
だくか、下記までお問い合わせください。




※相続手続きで必要となる書類は各機関で異なりますので、それぞれお問い合わせください。

◆問合せ先

仙台法務局石巻支局

☎22-6188
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町 営 住 宅

入居者を募集中
◆案内書配布場所
役場町民生活課窓口、宮城県住
宅供給公社東部管理事務所
◆配布・受付期間
６月１日（木）
～12日
（月）


※当日消印有効

◆申 込方法 専用の申込用紙に記
入し、役場町民生活課へ持参す
るか宮城県住宅供給公社へ郵送
でお申し込みください。
◆申込み・問合せ先
宮城県住宅供給公社
☎21-5657
東部管理事務所
女川町役場町民生活課住宅係

☎54-3131内線166

【募集住宅】

①浦宿第一住宅１戸※H22年完成


（１階２DK・事故住宅）

②浦宿第二住宅２戸※H27年完成

事前登録＆入居者を募集中


※登録・募集は随時(土・日・祝日を除く)
◆申込資格
①東日本大震災等により女川町内で住宅を滅失した方
②女川町における「防災集団移転促進事業」、
「土地区
画整理事業」、その他都市計画事業の実施に伴い移
転が必要になった方
③住宅再建に関する補助金を受給していない方
④町税等の滞納がない方
集合住宅事前登録
間取り

一般住棟

ペット住棟

２ ３ ３ ２ ２ ３ ３
２
２K DK 2DK
車イス LDK DK LDK DK LDK DK LDK

入 居 人 数 1人〜 1人〜 1人〜 2人〜 3人〜 4人〜 1人〜 2人〜 3人〜 4人〜
女 川 駅 北
ず い 道
荒立・大道② 1
西区（集合）

1
3
2

1

5
2
1

7
6
4
1

1

4
1

2
2

指ケ浜

３LDK１戸 ※H28.5完成

宮ケ崎

◆申込み・問合せ先

役場町民生活課住宅係 ☎54-3131内線166

●製造業（従業者４人以上）
を営むみなさんへ

年 工業統計調査

29

を実施します

工業統計調査は、わが国の工業の実
態 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た、
統計法に基づく報告義務がある重要な
統計です。
この調査結果は、中小企業施策や地
域振興などの基礎資料として利活用さ
れます。調査時点は、平成 年６月１
日です。調査票へのご回答をお願いし
ます。
【
 経済産業省・都道府県・市区町村】

13

平成

29

③運動公園住宅３戸※H27年完成

※災害公営住宅等に事前登録をされている
方も、申し込みは可能です。
※暴力団員の方は、申し込みできません。
※公営住宅に入居中の方、または入居申込
みを行った方は、申し込みできません。

３戸

※５月16日時点。申込みは受付順に登録となります。すでに
女川町の事前登録をされている方の、変更申請も可能です。

※詳細な条件については、お問い合わせ
ください。

（１階２DK１戸、４階２DK１戸、
４階３LDK１戸・災害公営住宅）
◆申 込資格 ①東日本大震災等に
より、女川町内で住宅を滅失し
た方 ②女川町における「防災
集団移転促進事業」、「土地区画
整理事業」、その他都市計画事業
の実施に伴い移転が必要になっ
た方 ③住宅再建に関する補助
金を受給していない方 ④町税
等の滞納がない方

1

1

戸建住宅募集＆事前登録




（２階２DK２戸）
◆申 込資格 ①住宅に困っている
ことが明らかな方 ②収入基準
は世帯の年間総収入額を所得に
換算し、控除後の月額所得が15
万8千円以下であること（算定
方法は要問合せ） ③町税等の滞
納がない方

災害公営住宅

課

町民生活

～新しい交流が始まります～

コミュニティの 広場
ひ ろ

ば

Community Plaza

新しい行政区が加わりました

４月１日に女川南区、４月８日に大原南区の行政区設立総会が開かれ、住民の意見を取り入れた
新しい集会所へ多くの方が集まって、自分たちの区をどう作っていくのかなどを話し合いました。
今後さまざまなイベントを通じて地域住民が一丸となっていきますが、新行政区への期待・願いを
込めて、町と女川温泉ゆぽっぽが共催して総会後にイベントを開催しました。
楽しい地域交流の場となった、その様子をお伝えします。

今回の交流イベントは、女川のシンボルでもある「女
川温泉ゆぽっぽ」が日頃の感謝や“これからも町民と共
に歩みたい”との気持ちを伝える場として、また、みな
さんが新たな地域でつながり、コミュニティを作ってい
くきっかけになればと開催。交流の中心となる集会所で、
たこ焼きやつきたてのおもちを食べながら、自分の家や
地区周辺、引っ越しについてなど、新生活にまつわるエ
ピソードを楽しく情報交換しました。
また、町ジュニアリーダーが企画・実施した輪投げゲー
ムは子どもたちに好評で、木工教室では石巻地区森林組
合の方が講師となってかわいいゴミ箱やスマホ置きを製
作。集会所に金づちの音が響きました。防災座談会では、
女川町消防署のみなさんが心肺蘇生法や災害時の対処法
といった講話を実施し、真剣に耳を傾けました。
いざというときに必要となるのは、地域の絆です。こ
れからも地域の交流を深めて、お互いに支え合える町を
つくっていきましょう。

◆共同作業で会話も弾みますね

≪女川南区、大原南区で進む地域コミュニティのカタチ≫

イベント参加者から

「大勢の住民が集まって交流を持てま
した。高齢で歩けない方を気遣って食
べ物を届ける姿も見られ、少しずつコ
ミュニティができてきたと感じていま
す。今回は企画から実施まですべて任
せてしまったので、今後は地域イベン
トを自分たちの手でやっていかなくて
は。これまでの仮設住宅での生活とは違
い、支援を受け続けるようなコミュニ
ティづくりは終わりだと思います。お
互いに助け合い、子どもからお年寄り
までが幅広い地域活動を実施して、地
域活性化させていきたいですね」

◆童心に戻っての木工教室。うまく製作できましたか？

≪こんな使い方どうですか？～集会所の縁側編～≫

震災後、多くの行政区でコミュニティスペースとなる集会所
がなくなり、一時的に住民のみなさんが集まる場所が失われま
した。町が復興していく中、住民交流会を開催して、今後の集
会所の在り方や使いやすい間取りなどについての意見をみなさ
んに直接伺い、参考にしてきました。
その中でも多かったのが、縁側の設置についてです。
「夏に花
火を見たい」
「夏祭りのときに座ることができる」
「普段、散歩
しているときに休める場所がほしい」など、みなさんの交流の
核となる場所ですので、これから暖かくなる季節、身近な集会所に立ち寄って縁側で気軽にお話し
てみてはいかがですか。
◆問合せ先

役場町民生活課生活支援係

☎54-3131内線163
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TEAM ONAGAWAのご紹介

長期派遣職員・任期付職員
え ん ど う じゅん い ち

遠藤淳一

宮城県警察本部から派遣
企画課
危機管理監
趣味：スポーツ観戦
町民のみなさんや町を訪れた方から「女川に
住んでよかった。女川に来てよかった」などと
心の底から喜んでいただけるよう、
「チーム女
川」の一員として、町の復興に全力で取り組ん
でいきます。よろしくお願いします。
ぬき な

さとし

貫名 智

兵庫県西宮市から派遣
管財営繕課
営繕係
趣味：バレーボール・カメラ
復興に邁進し、新しいまちづくりにチャレンジ
している「チーム女川」に加われることをとて
も光栄に思います。少しでも女川町のみなさん
に喜んでもらえる仕事ができるよう、努力した
いと思います。よろしくお願いします。
さい か ひろあき

雑賀弘晃

兵庫県宝塚市から派遣
復興推進課
防災集団移転係長
趣味：スポーツ観戦・ＤＩＹ
「歌劇のまち宝塚」から、縁あって女川町に赴
任しました。新しい土地での生活を楽しみな
がら、復興という大きな事業に取り組む一員
として役に立てるよう頑張りますので、よろ
しくお願いします。
の ぐちこう じ

野口晃司

神奈川県川崎市から派遣
産業振興課
漁港係
趣味：温泉・車・合気道
産業振興課漁港係でお世話になります。日本
を代表する漁港である女川の水産行政に携わ
ることができて大変光栄です。女川町の復興
とさらなる発展に役立てるよう奮励努力しま
す。よろしくお願いします。
15

町では、全国の自治体や復興庁から派遣された職
員、任期付採用職員が、町の復興のために活躍し
ています。これからもスピード感あふれる復興に
向け、チームおながわ一丸となって頑張ります！
いちむら

たけし

市村 武

任期付採用職員
管財営繕課
技術補佐(営繕担当)
趣味：胡蝶蘭栽培（当分お休み）
この度、ご縁をいただき任期付職員として採
用されました。
これまで法務省にあって、
法務
局や検察庁等の庁舎のほか刑務所など国の施
設整備に携わってきましたが、今後は女川町
の施設建設に力を尽くしていきます。
やまざきけい た

山崎圭太

兵庫県西宮市から派遣
税務課
固定資産係主査
趣味：映画・銭湯
新築家屋の固定資産評価業務をさせていただ
くことになりました。自身の知識が間接的にで
も復興支援につながることを大変光栄に思い
ます。休日は東北を散策したいと思いますので、
オススメがあればぜひ教えてください！
わたなべまさゆき

渡邉正行

宮城県から派遣
産業振興課
課長補佐兼水産係長
趣味：釣り
漁港の復旧が本格化しているところへの派遣
であり、微力ながら水産業復興の一助になれ
ればと思います。
不慣れなため、
みなさんには
ご迷惑をおかけすることも多いと思いますが、
よろしくお願いします。
たかはしやすゆき

髙橋泰之

復興庁から派遣
町民生活課生活支援係
復興支援専門員
趣味：読書・ウォーキング
復興に貢献したいとの思いから応募しました。
女川町で復興支援業務に携わることができ、
大変幸せに思います。今までの金融経験を生
かしながら、一日でも早くお役に立てるよう
頑張りますので、
よろしくお願いします。

Information

今月のお 知らせ
石巻広域消防本部警防課
各種救命講習会のお知らせ



（石巻市大橋一丁目１-１）

◆受講定員 30人 ※定員に達した時点で締切
◆受 講 料 無料
◆受講年齢 16歳以上
◆申込期間 ６月５日
（月）
～15日
（木）
◆問合せ先 石巻広域消防本部警防課

☎95-7433

●第２回普通救命講習Ⅰ（一般公募）
◆講習日時
◆講習場所
◆受講定員
◆受 講 料
◆申込期間
◆問合せ先

７月16日
（日）
午前９時～正午
石巻市河北総合センター（ビッグバン）
30人 ※定員に達した時点で締切
無料
◆受講年齢 中学生以上
６月26日
（月）
～７月６日
（木）
河北消防署警防係 ☎62-3119

◆申込方法 申請書は最寄りの消防署所で配布
しているほか、石巻広域消防ホームページか
らもダウンロード可。申込期間内に最寄りの
消防署所へお申し込みください。

※再講習の方は、受講申込時・講習日に修了証を要持参。



HP http://isyoubou.jp/

第３回石巻Ｇ(じぃじ)＆Ｂ(ばぁば)
卓球フェスティバルを開催
石巻地方の中・高齢者を対象に、楽しみなが
らの仲間づくり・体力づくりを目的とした卓球
大会を開催します。勝ち負けにこだわらず、楽
しく交流しましょう。試合に出ない初心者のた
めの合同練習会も同時に行います。
◆日
時 ６月23日
（金）
午前９時～
◆場
所 石巻市総合体育館
◆種
目 ①男子シングルスの部
（A・B）
②女子シングルスの部
（A・B）
③120歳混合ダブルスの部


※当日、
抽選でパートナーを決めます。

◆参加資格 石巻地方に在住の50歳以上の方
◆参 加 費
シングルス１人400円、ダブルス１組400円
◆申込方法 ６月９日（金）正午までに石巻市総合
体育館窓口へお申し込みください。
◆問合せ先 石巻市総合体育館 ☎95-8998

町民バスは、月～金曜日
までのほか、第２・第４土
曜日とその翌日の日曜日も
運行しています。また、祝
日も運行しますが、運休日
と重なった場合には運休となります。
今月の運休日
（運行しない日）
は下記のとおり
ですので、ご利用の際はお間違えのないようご
注意ください。

休日運行日ではなく運休日（運行しない日）を
掲載していますので、ご注意ください。

◆講習日時 ６月25日
（日）

午前８時30分～午後５時30分
◆講習場所 石巻広域消防本部２階大会議室

ご注意

●第１回上級救命講習（一般公募）

町民バス
６月の運休日

◆運休日
（運行しない日）
３日(土)、４日(日)、17日(土)、18日(日)
◆運

賃

乗車１回200円 ※高校生以下無料

1,000円で６回ご利用いただけるお得な回数
乗車券を、バス車内と役場企画課で販売して
いますので、ご利用ください。

第10回「石巻に恋しちゃった♥」
達人募集説明会を開催
第10回
「石巻に恋しちゃった」は11月３日
（金）
から約１ヶ月の開催を予定しています。さ
まざまな趣味や特技を生かして体験プログラム
を行う石恋達人の募集説明会を開催します。初
めて達人に応募される方は説明会参加が必須に
なりますので、いずれかの日程にご参加くださ
い。詳細はホームページをご覧いただくか、事
務局までお問い合わせください。
◆説明会日程
６月16日
（金）午後６時30分～

中央公民館
（石巻市）
６月23日（金）午後６時30分～

蔵しっくパーク
（東松島市）
（金）午後６時30分～
６月30日

女川町まちなか交流館
７月１日
（土）午後１時30分～

鹿妻南コミュニティハウス
（石巻市）
◆対
象 女川町・石巻市・東松島市在住か
通勤、通学またはご出身の方
◆問合せ先

ＮＰＯ法人石巻復興支援ネットワーク

（担当：伊藤・柏原） ☎23-8588

メールアドレス：ishikoi@yappesu.jp

HP http://ishikoi.com
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最新の情報を配信！

女川町公式ツイッター

https://twitter.com/TownOnagawa

電波はルールを守って
正しく使いましょう

“守りたい故郷があります” 募集
自衛官等採用情報
●陸・海・空自衛官候補生（男子）

◆応募資格 18歳以上27歳未満の方
男子、女子ともに、受付は年間を通じて行っ
ています。詳しくはお問い合わせください。

●一般曹候補生
◆応募資格 18歳以上27歳未満の方
◆受付期間 ７月１日
（土）
～９月８日
（金）
◆試 験 日 ９月16日
（土）
～18日
（月）


※いずれか指定された１日

●航空学生

◆応募資格
○海：18歳以上23歳未満の方（高卒者（見込含）
または高専３年次修了者（見込含））
○空：18歳以上21歳未満の方（高卒者（見込含）
または高専３年次修了者（見込含））
◆受付期間 ７月１日
（土）
～９月８日
（金）
◆試 験 日 １次試験 ９月18日
（月）
◆問合せ先 自衛隊宮城地方協力本部

石巻地域事務所（東松島市赤井字鷲塚１-６）

☎＆ＦＡＸ83-6789

平成29年度自動車税の
納期限のお知らせ



◆電波の混信・妨害についての問合せ先
総務省東北総合通信局相談窓口
（仙台市青葉区本町3-2-23） ☎022-221-0641
 HP http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/

石巻地区広域行政事務組合 募集
上級消防吏員を募集
◆採用予定人員 ３名程度
◆受験資格 平成５年４月２日から平成８年４
月１日までに生まれ、学校教育法による大学
(短期大学を除く)を卒業または平成30年３月
までに卒業見込みで、採用後、石巻市・東松
島市・女川町に居住できる方
◆試 験 日 ７月23日(日)
◆申込受付期間 ６月１日
（木）
～22日(木)


平成29年度自動車税の納期限は５月31日
（水）です。未納の方は早急に納付してください。
納税相談についてはお早めにご連絡ください。
◆問合せ先

６ 月 １ 日 ～10日 は「 電 波
利用環境保護周知啓発強化期
間」です。電波は航空機や船
デンパ君
舶、警察、消防、救急用など、
私たちの生活の安心・安全の確保に使われてい
ます。不法電波は人命に関わる重要無線通信を
妨害して、私たちの生活を脅かします。

宮城県東部県税事務所

（石巻市東中里一丁目４-32）

○課税（税額・減免）
に関すること…課税第一班
☎95-1413 ○納税相談に関すること…納税
第一班☎95-1520 ○納付方法・納税証明書
に関すること…納税第二班☎98-3410

※当日消印有効

◆申込書の配布 ※６月１日から配布
○配布場所 石巻広域消防本部・消防署所・
組合事務局・石巻市役所・東松島市役所・
女川町役場・各総合支所・各支所
※申請書の郵送を希望する場合は、
「消防上級試験
申込書請求」と朱書きし、宛先を明記した返信
用封筒（Ａ４判サイズの書類が入る大きさに返
信用切手140円貼付）を必ず同封し、下記宛に
請求してください。

◆問合せ先 石巻地区広域行政事務組合消防本部
総務課人事教養係
 （〒986-0805 石巻市大橋一丁目1-1）☎95-7111

納／税／だ／よ／り

５月31日に納期を迎えるもの
税 目 等
期 別

軽自動車税
固定資産税
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全
１

期
期

６月30日に納期を迎えるもの
税 目 等
期 別

町県民税普通徴収
国民健康保険税
介護保険料

１ 期
２ 期
１ 期

※税金等は、納期内に納付（入）されますようお願いします。
※納付書等を紛失した場合は、役場税務課（☎54-3131 内線143）までご連絡ください。

消費生活情報館
●身に覚えのない
（架空）請求にご注意！

消費者庁からの情報によると、有料動画サイトの未納料金の回収を依頼されていると称して金銭
を請求してくる事業者について、注意喚起がありました。

事例

消費者の携帯電話やパソコンに「有料動画
の未納が発生しています。本日中に連絡なき
場合、法的手続きへ移行させていただきます」
などと記載したＳＮＳやメールを送信される
事例が増えています。また、消費者の携帯電
話に電話して着信履歴を残し、折り返し電話
をかけると「有料動画サイト利用料金の未納
があり、サイト運営業者から回収を依頼され
ています。支払いがなければ法的手続きを取
らざるを得ません」などと告げて、金銭を請
求してくるといった相談が寄せられています。
消費者庁の調査によると「株式会社日本債権」
、
「ＴＳＢ債権回収」
、
「ＣＩＣ債権回
収センター」と称する事業者との取り引きにおいて、消費者の利益を不当に害するお
それのある行為が確認されました。消費者被害の発生や拡大防止のために公表して、
注意を呼びかけています。

相談員のアドバイス
●本件事業者は、その所在や事業内容等の詳細は分からず、その実態
は不明です。
●本件事業者と類似する、日本債権回収株式会社およびＴＳＢ債権管
理回収株式会社、株式会社シー・アイ・シー（略称「ＣＩＣ」
）は
本件とは無関係です。
●身に覚えのない請求がＳＮＳやメール等からあった場合には、絶対
に電話などで連絡をとらないようにしましょう。
●身に覚えのない着信履歴には、
電話をかけないようにしましょう。もし電話をかけてしまっ
て心当たりのない請求を受けても、すぐに電話を切るなどして絶対にその請求には応じな
いようにしましょう。
●コンビニで電子ギフト券を購入してそのカード番号を連絡するよう求めるのは典型的な詐
欺の手口であり、同様の詐欺事案が多発しています。事業者から要求されても、電子ギフ
ト券を購入したり、そのカード番号を教えたりすることなどは絶対にしないでください。
●このようなＳＮＳや電話での要求に応じる前に、相談しましょう。

＊消費生活相談員からひとこと＊

このごろ、子どもたちの事故情報が多く聞かれます。はしやフォークを口にくわえたまま歩いた
り、遊ぶのはとても危険です。また、ピーナッツの誤えんや硬貨の誤飲等は、命に関わる事故につな
がりかねません。硬貨などの金属製品は光るので、特に子どもが興味をひかれやすいものです。テー
ブルなどの手が届く場所に、不用意に財布や硬貨財布を置くことはやめましょう。周りの大人が注
意して、事故を防ぐ環境づくりをしていきましょう。

★困ったときは、町の消費生活相談員にご相談ください★
役場産業振興課消費生活相談員デスク

☎54-3131内線249
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無料人権相談
時…６月１日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町役場仮設庁舎
1階相談室
◆内
容…人権侵害
（いじめ、虐待、ＤＶなど）
◆相 談 員…女川町人権擁護委員
◆問合せ先…役場町民生活課生活支援係
☎54-3131内線163
◆日

一日行政相談
時…６月１日（木）
午前10時～午後３時
◆会
場…女川町役場仮設庁舎
1階相談室
◆内
容…国や公共団体などの仕
事や行政に関すること
◆相 談 員…阿部 求 行政相談員
◆問合せ先…役場総務課秘書広報係
☎54-3131内線212
◆日

●新規高卒予定者の
求人受付が始まりました

平成30年３月新規高卒予定者対象の求人受付が、
６月１日
（木）から始まりました。地元就職を希望す
る高校生への早期求人申込みをお願いします。
◆問合せ先 ハローワーク石巻職業相談第一部門
学卒担当 ☎95-0158

●子どもの人権110番 強化週間
時間を延長して電話相談を開設

仙台法務局および宮城県人権擁護
委員連合会では、６月26日〜７月
２日の７日間を全国一斉「子ども
110番」強化週間と定め、時間を延
長して相談電話を開設します。
学校での「いじめ・体罰」や家庭
内での「児童虐待」など、子どもをめぐるさまざま
な人権問題について、人権擁護委員が電話相談に応
じます。
◆開設時間
〇６月26日
（月）
～30日
（金）

午前８時30分～午後７時
・２日
（日）
午前10時～午後５時
〇７月１日
（土）



※相談は無料で、予約は不要。秘密は固く守ります。

◆電話番号

市町村消費者行政推進事業

無料
法律相談
事前予約制

※各相談日の１週間前までにご予約ください。

６月 ９ 日(金)※２日まで要予約
23日(金)※16日まで要予約
午前11時～午後４時
女川町役場仮設庁舎 １階相談室

0120-007-110 （フリーダイヤル）

◆事前問合せ先
仙台法務局人権擁護部

☎022-225-5743

●ひありんく
女川町生活福祉巡回相談

宮城県北部自立相談支援センター「ひありんく」
では、生活福祉巡回相談を行っています。
健康、負債、仕事、人間関係、引きこもりなど、
あなたが抱える心配ごとや不安なことを専門の支援
員が一緒に考え、解決・改善へのお手伝いをします。
≪巡回相談スケジュール≫
●女川町まちなか交流館 ６月14日（水）
●勤労青少年センター
６月28日（水）

時間はともに午前10時～午後３時

毎月第２・第４金曜日を法律相談の日と
しています。
住宅ローンの債務整理や事業再建など、
悩みや心配ごとがある方は、お気軽にご相
談ください。

ひありんくでは、運営するワーカーズコープ大崎
地域福祉事務所（大崎市古川台町９-20 リオーネふ
るかわ内B１-２）でも直接相談できます。

※相談日当日、時間に余裕がある場合は当日でも
受付できる場合がありますので、お電話にてご
確認ください。


（相談受付は午後４時まで。予約優先）
 ※夜間はよりそいホットライン☎0120-279-226まで

◆予約・問合せ先
役場産業振興課商工労働係
☎54-3131内線249
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≪直接、センターでも相談できます≫

〇相 談 日

月～土曜日

午前９時～午後５時

◆問合せ先
宮城県北部自立相談支援センター ひありんく

☎0229-25-5581

町民生活課

町民生活課窓口からのお知らせ

住民登録
●住民票の写しを取得するには

住民票の写しとは、住民票の原本に記載されている内容を写し証
明したものです。これは、主に居住している証明などに使われます。
住民票の写しの種類には、世帯全員の住民票の写しである「住民
票謄本」と個人の住民票の写しである「住民票抄本」というものが
あります。また、住民票の写しには「氏名」
「生年月日」
「性別」
「住所」の４情報は必ず記載され
ますが、
「世帯主」「続柄」「本籍」「筆頭者」の欄を記載して証明することもできます。どの種類の
住民票が必要になるかは、提出先によって異なりますので、事前に確認のうえ、申請してください。

申請に必要なもの
①本人確認書類（窓口においでになる方の分）
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポートなど


※上記のものをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳や診察券など２種類以上

②認印 ※シャチハタ印不可
③代理人選任届（委任状） ※本人または同一世帯の方以外が申請する場合に必要です。委任者、代理人、委任事
④手数料

項、
使用目的をはっきりと記載し、委任者の署名・押印により作成してください。

１通につき300円 ※ただし、住民票謄本は５人を超え１人増すごとに60円加算



◆問合せ先

役場町民生活課住民登録係

☎54-3131内線120・121

国民年金被保険者の方へ
●国民年金の届出について
国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の
方すべてが加入する制度です。届出は加入するときだけでは
なく、被保険者種別が変わったときにも必要となります。届
出を忘れると、将来受け取る老齢年金の年金額が少なくなっ
たり、受けられなくなったりする場合がありますので、必ず届出をしましょう。
また、納付が困難な場合は免除制度や学生納付特例制度などを申請することもできます。詳しく
は、お問い合わせください。

届出が必要なとき

異動の内容

必要なもの

20歳になったとき

第１号被保険者（※１）となります ●印鑑

会社を退職したとき

第２号被保険者（※２）
→第１号被保険者



※厚生年金や共済年金加入者を除く

●印鑑
●年金手帳
 ※第３号被保険者となる場合を除く ●資格喪失証明書

第３号被保険者のパート収入が増
第３号被保険者（※３）
えたとき・配偶者が退職したとき・
→第１号被保険者
離婚したとき

●印鑑
●年金手帳
●被扶養者の資格喪失証明書

※1 第1号被保険者…20歳以上60歳未満の農林漁業・自営業・学生などの方
※2 第2号被保険者…民間会社（厚生年金保険の適用を受けている事業所）
の会社員や公務員などの方
※3 第3号被保険者…第２号被保険者に扶養されている配偶者（20歳以上60歳未満）
で年収130万円未満の方

◆問合せ先

石巻年金事務所国民年金課

☎22-5115

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線118・119
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国民健康保険
●８月から70歳以上の方の高額療養費の限度額が変わります！
高額療養費制度とは？

１ヶ月の医療費の自己負担額が一定の額
（自己負担限度額）を超えて高額になったとき、国保から
高額療養費として超えた分が支給される制度です
（支給にあたっては申請していただく必要があり
ます）。自己負担限度額は、年齢と所得によって異なります。
なお、平成29年８月から、70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が下記のとおり変更と
なります。※70歳以上の低所得の方、70歳未満の方の自己負担限度額に変更はありません。
平成29年7月まで
所得区分

外

来

（個人ごと）

44,400円

一般

12,000円
Ⅱ
Ⅰ

外

入院・世帯単位

来

入院・世帯単位

（個人ごと）

80,100円＋

80,100円＋

現役並み
所得者

低所得

平成29年8月から

（総医療費－267,000円）

×１％

（総医療費－267,000円）

57,600円

×１％

〈多数回該当：44,400円〉

8,000円

〈多数回該当：44,400円〉

14,000円
57,600円
◎年間上限14.4万円 〈多数回該当：44,400円〉

44,400円
24,600円

24,600円

8,000円

15,000円

15,000円

≪ご注意！≫ ８月～翌年７月までの１年間の自己負担額の上限が新たに設けられました。

※多数回該当とは、過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が４回以上あった時の、
４回目から適用される限度額のことです。
※月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度に移行した場合、その月の自己負担
限度額は、移行前後の医療保険制度でそれぞれ1／2の額が適用されます。

＊＊＊＊＊
現役並み
所 得 者
一

般

70歳以上の方の所得区分

＊＊＊＊＊

課税所得145万以上の方
（70歳～74歳の方）
などが同じ世帯にいる方

※ただし、年金と給与収入の合計が単身世帯で383万円、２人以上世帯で520万円
に満たない場合は、申請により所得区分が「一般」となります。

現役並み所得者、低所得のいずれも該当しない方

※同一世帯の70～74歳の国保加入者の基礎控除後の所得合計が210万円以下であ
る場合についても、所得区分が「一般」となります。

低所得Ⅱ

住民税非課税世帯に属し、低所得Ⅰに該当しない方

低所得Ⅰ

住民税非課税世帯に属し、世帯の所得が年金収入80万円以下などの方
◆問合せ先

役場町民生活課国保年金係

☎54-3131内線118・119

地域の安全・安心を守るため ～地域安全運動の推進～
留守家庭を対象とした空き巣狙いや、暴力事犯、少年非行事案を
防ぐために、外出する際には戸締まりをしっかり行い、空き巣防止
の「３かけ運動」
（カギかけ・気にかけ・声かけよう）を推進しましょう。
また、少年非行を防止するために「愛のひと声運動」を実践して、
地域全体で青少年を非行から守っていきましょう。
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◆問合せ先

役場町民生活課生活支援係

☎54-3131内線163

保健センターからのお知らせ

保健だより

6月13日（火）から下記日程で行います

総合健診について
６月
13日(火)
14日(水)

16日(金)
17日(土)
19日(月)
20日(火)
21日(水)
22日(木)
23日(金)
24日(土)

受付時間
会 場
9:30～10:00 大沢区集会所
11:10～11:40 針浜区集会所
14:00～14:30 浦宿三区集会所

対象行政区・対象仮設住宅
大沢区
針浜区／針浜地区仮設住宅
浦宿一区（尾田峯地区）／浦宿三区
清水一・二・三区／清水地区仮設住宅
9:30～10:30 清水地区仮設住宅集会所
新田①②仮設住宅
14:00～15:00 浦宿一区集会所
浦宿一区
石巻バイパス
石巻バイパス仮設住宅（全棟）
9:30～10:30
仮設住宅集会所（西） 石巻蟹田仮設住宅／石巻内田仮設住宅
14:00～14:45 上五区集会所
上五区
17:30～18:30 女川町保健センター
全行政区／全仮設住宅
9:30～10:30
西一・二区／黄金区／南区
勤労青少年センター
13:30～14:30
上一・二・三・四区
17:30～18:30 女川町まちなか交流館 全行政区／全仮設住宅
9:30～11:00 浦宿二区集会所
浦宿二区
旭が丘区（二丁目）／旭が丘南仮設住宅
9:30～10:30
旭が丘ゲートボール場仮設住宅
旭が丘区集会所
旭が丘区（一丁目）／旭が丘北仮設住宅
13:30～14:30
旭が丘一丁目仮設住宅
9:30～10:30 運動公園住宅
多目的運動場仮設住宅／運動公園住宅４～８号棟
13:30～14:30 ６号棟集会所
野球場仮設住宅／運動公園住宅１～３号棟
電力アパート
宮ケ崎区／三保跡地仮設住宅
9:30～10:15
宮ケ崎寮１階
宮ケ崎地区仮設住宅／石浜区
14:00～14:45 大原南区集会所
大原南区／女川一・二区・大原一・二・三・四区
9:30～10:15 指ケ浜区集会所
指ケ浜区／御前浜区
14:00～14:45 旧三小仮設住宅集会所 旧三小仮設住宅／竹浦区／尾浦区
9:30～10:30
出島区／寺間区／江島区（島の方のみ）
女川南区／桐ケ崎区／小乗浜区／小乗浜地区仮設
13:30～14:30 女川町まちなか交流館
住宅／五部浦地区（※）／五部浦地区の全仮設住宅
17:30～18:30
全行政区／全仮設住宅
9:30～11:00 女川町保健センター
全行政区／全仮設住宅

※五部浦地区…高白浜・横浦・大石原・野々浜・飯子浜・塚浜・小屋取

15日(木)

※詳細は、６月上旬までに対象のみなさんへ送付します。

▶▶▶ご都合や交通手段に合わせて、他の対象行政区・対象仮設住宅での受診も可能です。

６月４日～10日は歯と口の健康週間です

歯周疾患検診について

※対象者には、通知を送付しています。

みなさん、現在歯は何本ありますか？ 歯を失う２大原因は、歯周病とむし歯と言われ、なかで
も歯周病は、糖尿病や心臓病と同じ生活習慣病に位置づけられています。成人の80％前後が歯周
病と言われていますが、自分が歯周病のどの段階なのか知っている人は少なく、歯周病も気がつい
たときにはかなり進行していることが多いそうです。
自分の歯と口の健康状態を知るためにも、まずは歯科検診を受けてみませんか？
◆対 象 者 今年度40・50・60・70歳になる方
◆期
間 ６月１日
（木）
～12月22日
（金）
◆指定医療機関 女川地区仮設歯科診療所
◆料
金 40・50・60歳…500円 70歳…無料
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お

な

が

わ

キ

ッ

チ

ン

５月の検診で未受診の方へ

カロテン豊富な６月のニンジン
６月のニンジンは、実はカロテンがな
んと冬場の２倍！活性酸素を消去し、免
疫力を高めて、皮膚や粘膜を保護してく
れます。カロテンは体内でビタミンＡに
変換されるので、少しずつでも毎日食べ
たい野菜です。さらに、ニンジンには便
秘を解消する食物繊維も豊富です。食物
繊維には水溶性と不溶性があり、ニンジ
ンに多く含まれているのは不溶性食物繊
維で、腸の働きを刺激して排出を促す作
用があり、便秘予防にも効果があります。

ニンジンとピーマンの
旨ダレ炒め

■材料
（２～３人分）

◆合わせ調味料
しょう油…大さじ１ 酒…大さじ１
砂糖…小さじ２
オイスターソース…小さじ１
ごま油…少々 塩こしょう…少々
①ボウルに合わせ調味料の材料を入れ、混
ぜ合わせておきます。
②にんじん、ピーマンは千切りにします。
③フライパンに油をひき、豚ひき肉を色が
変わるまで炒めます。
④ニンジン、ピーマンを入れて、しんなり
するまで炒めます。
⑤合わせ調味料を入れて、混ぜ合わせたら
完成。

Information インフォメーション

女川町保健センター
☎53-4990

（地域福祉センター1階、
地域医療センター向かい）
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５月末にレディース検診を実施しましたが、都
合により受診できなかった方を対象に、追加検診
を実施します。
乳がん検診
（石巻市医師会）と子宮がん検診を希
望される方は、専用受診票を発行しますので、女
川町保健センターまでご連絡ください。女川町地
域医療センターで受診希望の方は、直接、お申し
込みください。
がんの早期発見・早期治療に有効とされる定期
検診を、ぜひお受けください。
検診名

乳がん
検診

場

所

追加検診日程

女川町地域医療
センター

６月１日～

12月28日

石巻市医師会

８月２日～

12月22日

子宮がん 石巻管内医療機関
（産婦人科）
検診

ニンジン…１／２本
ピーマン…３～４個
豚ひき肉…100ｇ 油…小さじ１

■作り方

レディース検診の追加検診

６月１日～平成
30年１月31日

体験者が勧めるがん検診
●前立腺がん検診を受けて

平成22年の総合健診で、前立腺
がん検診を受けました。結果は異
状なしでしたが、その後半年もた
たないうちに血尿が出て病院に行
くと「前立腺がん」と診断されました。
「検診を受
けたばかりなのに…」と担当医に話しましたが、
がんによっては進行の早いときもあるそうで、
検査と手術を予定しました。震災で延期したも
のの手術を受けて、今は健康に気をつけていま
す。経験から、健（検）診は受けられるものは受
け、悪いところは早く見つけて治すよう心掛け
【町内在住 70代男性】
ています。

健康や保健に関する窓口です。母子手
帳の交付、各種健診、身体・栄養・ここ
ろの健康相談、保健指導、予防接種およ
びさまざまな健康づくりのお手伝いを
行っています。保健師・管理栄養士・精
神保健福祉士・臨床心理士などの職員
がいますので、気軽にご相談ください。

女川町

子 育 て支援
センター

アルコール関連相談

アルコール依存症など
のアルコール関連問題は、
本人自身の健康を壊すの
みならず、家族関係の悪
化、社会や経済上の問題、
周囲からの孤立など、多
くの影響があります。
石巻保健所では、アルコール関連問題を抱
えるご本人やご家族の方を対象に、専門相談
会を開催します。相談の内容について、秘密
は守られます。事前予約制ですので、ご相談
のある方は下記までご連絡ください。
６月16日（金）午前10時～午後２時
東北会病院精神保健福祉士
斎藤光央氏
◆場
所 東部保健福祉事務所
（石巻合同庁舎）
別棟２階相談室

◆予約・問合せ先
東部保健福祉事務所 母子・障害班

☎95-1431
◆日
時
◆相談担当

思春期・引きこもり相談会

石巻保健所では、引きこもりや不登校、家
庭内暴力などで困っている方やご家族の方を
対象に専門相談会を開催します。
相談の内容について、秘密は守られます。
事前予約制ですので、ご相談のある方は下記
までご連絡ください。
◆日
時 ６月21日
（水）
午後２時～６時
◆相談担当 臨床心理士 樋口広思氏
◆場
所 東部保健福祉事務所
（石巻合同庁舎）
別棟２階相談室

◆予約・問合せ先
東部保健福祉事務所 母子・障害班

☎95-1431

カラオケ交流デー

毎月第２火曜日 午前10時～午後３時
ゆぽっぽ２階休憩室

受付の券売機でチケットを購入（１曲100
円、12曲1,000円）し、ご参加ください。
◆問合せ先

※入浴なしで歌うだけでもＯＫ！

女川温泉ゆぽっぽ

※各イベントの予約、問い合わせ
等は子育て支援センターまで。

子育てに関する相談や地域の子育て関
連の情報提供、子育てサークルへの支援
や各種子育て支援の講習会などを実施し
ています。
◆開設日および開設時間について
月～金曜日 午前９時～午後５時
◆休館日 土・日・祝祭日および年末年始


※各種健診日は時間帯で休館の場合あり

◆利用料

無料

※材料費等負担の場合あり

６月の行事予定
●アロマを楽しもう！
日
場
講
予

時
所
師
約

６月13日(火)午前10時30分～
女川町子育て支援センター
高橋ひろみさん
要／先着10組
※持ち物なし

●子育て相談会
日
場
内

時 ６月20日(火)午前10時30分～
所 女川町子育て支援センター
容 栄養士さんや保健師さんに子育
てについて相談することができ
ます。身長や体重の測定も行い
ます。
持ち物 母子手帳 ※予約不要

●七夕飾りを作ろう！
日
場
内
予

女川温泉ゆぽっぽ



地域福祉センター１階
☎24-9341

時 ６月30日(金)午前10時30分～
所 女川町子育て支援センター
容 七夕飾りを作って、季節の行事
を楽しもう！
約 要／先着10組 ※持ち物なし

≪６月の休館日のお知らせ≫
▶ ２日(金)３歳児健診 ※午前11時まで利用可
▶ ７日(水)３～４ヶ月児健診ほか
※休館日

▶ ８日(木)１歳児育児教室健診


※午後１時から利用可
◎行事のある日は一時預かりはお休みとなります。

☎50-2683
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このまちで元気に暮らす

地域包括支援センターだより
今月の

テーマ

地域で元気に暮らすために③

加齢による運動器の衰えは誰にでも起こりま
すが、予防や改善することも可能です。いつま
でも元気でいるために、みなさん今から始めてみましょう。

簡単セルフチェック！


いくつ当てはまりますか？

① 家の中でつまずいたり滑ったりする。
② 階段を上るのに手すりが必要だ。
③ 15分くらい続けて歩くことができない。
④ 横断歩道を青信号で渡り切れない。
⑤ 片脚立ちで靴下が履けなくなった。

ん

いきいきさ

家のやや重い仕事が困難だ（掃除機の使用、布団
の上げ下ろしなど）。
！ １つでも当てはまると、ロコモティブ

シンドローム（ロコモ）の赤信号です。

ロコモとは…

筋肉、関節、骨などが衰え、歩けなくなったり寝たきりを
招くなど、要介護になる危険が高まる状態のこと。

ロコモを予防するには、体を動かし、筋肉に適
度な刺激を与えることが大切です。

できることから始めてみましょう！

ほっとカフェ開店日のお知らせ

まちなか相談会のご案内
●６月15日（木）午前10時～正午
女川フューチャーセンターCamass
（カマス）

Information インフォメーション

女川町地域包括支援センター
☎53-2272

（地域福祉センター1階、
地域医療センター向かい）
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※このコーナーは、地域で元気にお過ごしの高
齢者の方をご紹介します。
※毎 日元気に生活されているご自身のことや
お知り合いの方を、ぜひご紹介ください。

高齢者のための総合相談窓口です。
住み慣れた地域での暮らしを継続でき
るよう、社会福祉士、主任ケアマネジ
ャー、保健師の資格をもつ職員が、介護、
介護予防、権利擁護、介護認定、認知症、
その他ご心配なことなど、ご相談に応
じます。

10

日取材

●６月７日（水）午前10時～正午
特養おながわ内カフェ
「みん」
●６月16日（金）午前10時～正午
運動公園住宅コミュニティプラザ

新居でも自分のことは自分で行い、元
気に生活を送っている一郎さん。「特別な
ことはしていない」と話しますが、新聞
や週刊誌などを読んだり、自宅内を歩い
ての運動を日課とし、塩分も控えめにす
るなど食生活にも気をつけているそうで
す。息子さんとの晩酌も楽しみの一つだ
とか。
日々のちょっとした心がけの積み重ね
や、楽しみを持つことが、元気の秘訣で
すね。

※５月

もの忘れよろず相談所

101
歳

）

●目的地の少し手前で車を降りて歩く。
●家 事をしながら、テレビを見ながら、スクワッ
トなど「ながら運動」する。
●積極的に外出する。 
など

女川南区

⑦

今月の

阿部 一郎 さん （

2㎏程度の買い物
（牛乳パック2個程度）をして、
⑥
持ち帰るのが困難だ。

女川町地域医療センターからのお知らせ
●介護老人保健施設について ～レクリエーションのご紹介～
■介護老人保健施設とは…

介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すた
めに、医師による医学的管理のもと、看護・介護といったケアをはじめ、
理学療法士や作業療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管
理・食事・入浴等の日常サービスまであわせて提供する施設です。

■レクリエーションのご紹介

介護老人保健施設では、リハビリを兼
ねながらの余暇活動として、毎月のカレ
ンダーや壁飾り等を作成しています。カ
レンダーには利用者が好きな色を塗った
り、貼り紙をするなど作品にそれぞれに
個性が出るため、スタッフ一同いつもで
きあがりを楽しみにしています。
また、毎年11月の町民文化祭に出展す
る作品作りも行っ
て お り、 昨 年 は
「宝船」を出展し
ました。今年も出
展する予定ですの
で、町民文化祭の
開催時にはぜひご
覧になってくださ
いね！

◆昨年の町民文化祭に出展した「宝船」㊧レクリエー
ションとしてカレンダーを作成しています㊨

※２日（金）の皮膚科は休診となります。ご了承ください。

診療受付時間
（急患は24時間対応）
午前８時30分～11時30分
午後１時30分～ ５時

６月の

外来診療科・診療日

※心療内科・眼科は午後４時まで
整形
外科

皮膚科

午前

午前

−

−

−

●

−

−

−

●

−

−

−

−

●

●

−

●

−

−

●

●

●

−

−

●

●

−

3・10日

−

−

−

−

−

総合診療

小児科

心療
内科

眼科

午後

午後

診
療
科

午前

午後

午前

午後

月

●

●

●

●

−

火

●

●

●

●

水

●

●

●

木

●

●

金

●

土

●

（午後４時まで）

■総合診療外来

６月の巡回診療
石巻バイパス
仮設住宅東側集会所
午前９時30分～

21日
（水）

出島集会所
午後１時30分～

14日( 水 )
28日( 水 )

江島診療所
午後１時30分～

21日( 水 )

※巡回診療は予約制です。
外来受付までご連絡を。

今月の健康教室

６月22日（木）午後２時～
「食事療法
～減塩について～」


内科･外科･整形外科･小児科､ その他､ 科を問わずご相談ください。 講師 管理栄養士：横田三夏
※今野先生の小児科の土曜診察日は３・10日の予定ですが、都合
担当 看護師：阿部恵美子
により変更の場合もありますので、お問い合わせください。
栄養室：横田三夏

■職員募集中！
看護師・准看護師・看護助手・介護福祉士・
介護補助員（非常勤のみ） ※詳細は、事務部までお問い合わせください。

木村るり

※どなたでも参加できます。予約は
上記担当までご連絡を。

女川町地域医療センター（輝望の丘） ☎53-5511
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◎測定結果（単位:ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）

（４月15日～５月12日)

施設名

測定値

一保所庭（0.5m）

0.07

四保所庭（0.5m）

0.07

小学校校庭（0.5m）

0.07

中学校校庭（１m）

0.07

第二多目的運動場（１m）

0.04

仮設役場前（１m）

0.05

空 間 放 射 線量の測定結果

東京電力㈱福島第一原子力
発電所事故に伴う放射性物質の
対応として宮城県から簡易型放
射 線 測 定 器 を 借 用 し、 学 校・ 保
育所の校
庭・ 所 庭、
役場仮設
庁 舎前な
どの空間
放射線量
を測定し
ています。
役場庁舎前での計測

水産物の
放射能測定結果

町では、女川魚市場に水揚げされた水
産物について、宮城県から支給された簡
易測定器および東北大学から提供された
連続個別非破壊放射能システム等を使用
し、放射能を測定しています。４月１日
～28日までの測定結果は、下記のとおり。
◆検 体数・測定結果：17種類146検体、す
べてにおいて、厚生労働省が定める一
般食品の基準値100ベクレル／㎏を下
回りました。
（検体すべて測定下限値以下・不検出）

◆測定機器：
○EMFジャパン㈱
ガンマ線スペクトロメータ（EMF211型）
○東北大学
連続個別非破壊放射能ｼｽﾃﾑA01型
非破壊式食品放射能測定装置

食材等の放射能簡易測定


※すべての施設で、年間の追加被ばく線量1ミリ
シーベルトに相当する空間線量率1時間あたり
0.23マイクロシーベルトを下回っていました。

を行っています

町では、町民が自家消費用に生産・採
取した野菜、
山菜、
魚などの食材の放射能
簡易測定を行っています。
詳細は、役場企画課原子力対策係（☎
54-3131内線222・223）
まで。

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！

放射線による身体への影響

Ｑ．放射線に被ばくした場合、身体へはどのようなリスクがあるのでしょうか？

Ａ．現在の調査や研究では、100ミリシーベルトを超える被ばくをした場合は、発がんのリ

スクが高まると言われています。
一方、100ミリシーベルト以下の
被ばくでの発がんリスクは証明さ
れていません。それは、右の図の
ように生活習慣などの要因による
発がんリスクもあるため、放射線
によるリスクが隠れてしまってい
る た め で す。 つ ま り、100ミ リ
シーベルト以下の被ばくが全くの
安全であるというわけではありま
せん。そのため、放射線防護の観
点からは低線量での被ばくでも影
響があると仮定し、厳しい規制値
を設けて管理しています。

お知らせ
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放射線と生活習慣によってがんになる相対リスク
（対象：40～69歳の日本人）
要

因

1000～2000ミリシーベルトの放射線を受けた場合

がんになるリスク
1.8倍

喫煙・飲酒（毎日3合以上）

1.6倍

やせ過ぎ

1.29倍

肥満

1.22倍

200～500ミリシーベルトの放射線を受けた場合

1.19倍

運動不足

1.15～1.19倍

塩分の取り過ぎ

1.11～1.15倍

100～200ミリシーベルトの放射線を受けた場合
野菜不足

1.08倍
1.06倍

出典：原子力・エネルギー図面集2013

測定結果は、女川町公式ホームページや放射線・放射能に関するポータルサイ
ト「放射能情報サイトみやぎ」にも掲載しています。

女川に恋して恋しちゃった写真展
投票による人気作品をご紹介

町内外から女川に関する写真を募集、展示した「女川に恋して恋し
ちゃった写真展」（２月16～19日：まちなか交流館）で、投票の結果、
人気の高かった優秀作品を紹介します。今回は、成人の部・青少年の
部の優秀作品を掲載します。 ※寸評は同コンテスト実行委員会によります。
●めっちゃかわいいで賞

鈴木 千秋

寸評）海の波と泡を思わせる水玉模様に浮かび上がる女川
駅。夜空に向かうアングルが町の希望を表すようです。

●さすが、広報マンで賞

作品名 「明日を夢見て」  坂本 卓也
寸評）役場広報担当による作品。ファッションショー
をやりきった少女たちの笑顔と澄んだ空、そして太
陽の光が女川の未来を照らしているようです。

寸評）雪が積もり、しんしんと更けゆく仮設住宅を外灯が
照らし、冷えゆく冬の趣をかもし出していますね。

生涯学習課生涯学習係
（担当：加納） ☎53-2295

17

面）
に掲載しています。

おながわ

●しんしんと
するで賞


広報

作品名

◆問合せ先

「仮設の雪景色」
遠藤 璃帆

寸評）ストーブにジャージにVサイン。気取らない表情が
GOOD。足だけ見える生徒の存在も面白いですね。



●生きることは
あったかいで賞

作品名



「ストーブ」
武山 千穂

≪青少年の部≫

※納税だよりは、６月のお知らせ
（

●幻想的な女川で賞

作品名

「うみほたる」
相沢 開



作品名 「アニチ
（兄貴）がいるから」

遠藤 勝志

寸評）思わず手を合わせ、何かを願うような荘厳な気持ち
になります。海も空も人々の心も赤く燃え立つようです。



寸 評 ） 何 か ほ ほ え ま し い 兄 弟 の 姿 で す。 背 中 越 し で
あることでリアリティがあり、存在感が引き立ちます。

●陽光が女川に
 届いているで賞

作品名



「初日」

≪成人の部≫

６月号

（仮設庁舎）
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