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女川駅前で行われた「復活！獅子振り披露会」。ズラリ
たけだけ
と並んだ獅子の姿はまさに威風堂々、猛々しい顔つき
に鋭い眼光で観客を魅了しました。あまりの熱気に肌
を濡らした小雨も蒸発し、太鼓や笛の音が縦横無尽の
舞いをさらに加速させます。魂のこもった獅子たちに、
鳴り止まぬ拍手喝さいは何よりの賛辞だったのではな
（２面に関連記事）
いでしょうか。
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◆獅子が頭をかぶりつくと丈夫になる
と言われ、無病息災を祈願します

た け

今年も
「復活！ 獅子振り
披露会」（女川町獅子振り復
興 協 議 会 主 催 ）が ７ 月 日
に 女 川 駅 前 広 場 で 行 わ れ、
町内 団体が町の早期復興
を祈念して勇壮な舞を披露
しました。
震災後４回目の開催と
なった同披露会。小雨が降
る中、たんぶち唄という祝
い唄から太鼓や笛の音に合
わせて獅子が動きだし、縦
横無尽に会場を駆け回りま
す。頭を突きだす観客にガ
24

①白山神社女川実業団 ②寺間伝承行
事保存会 ③尾浦青年団 ④竹浦実業団
⑤石浜熊野神社獅子振り保存会 ⑥高
白実業振興会 ⑦塚浜区 ⑧相喜会 ⑨
野々浜区 ⑩鷲神熊野神社氏子総代会
⑪小乗浜実業団 ⑫横浦実業団

ブリとかみつくと、大きな
声援が飛んでいました。
ところで、
この獅子振り。
英語では
「ライオンダンス」
と呼ばれるのを知っていま
すか？ 正確にはライオン
と唐獅子は別物ですが、世
界に誇る女川の伝統芸能と
して、今後もグローバルな
活躍が期待されますね。

出演した団体
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団体が競演

◆愛らしい子ども獅子も活躍しました㊤獅子囃子（はやし）はコミ
カルな動きで獅子をはやし立てます㊥㊦
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復活！ 獅子振り披露会、町内

威風堂々 猛
、 る
獅子 へ熱視線
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◆熊本地震で
被災されたみ
なさ
んへの応援メ
ッセージも披
露

◆仙石東北ライン女川−仙台間の一部列車が直通運転を開始
ＪＲ仙石東北ライン女川-仙台間の上り始発と下り最終列車が直
通運転を開始し、８月６日に出発式を行いました。女川駅から仙台
への始発便は従来より26分短縮、石巻駅での乗り換えの負担も解
消され、利便性が向上しました。
≪女川直通仙石東北ラインの主要駅時刻≫
始発駅

上り

女川

6：05発

下り

仙台

20：23発

⇒

石巻駅時刻

6：31着

6：36発

21：20着

21：52発

⇒

終着駅

仙台

7：35着

女川

22：18着

◆始発便出発の様子
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タウン・ギャラリー

女川紙袋ランタン夏物語

町内各所で夏祭りが行われる中、８月６
日は女川駅前を会場に手作りの紙袋ランタ
ンを灯す「女川紙袋ランタン夏物語」が開催
され、
にぎわいを見せました。
当日は、駅前広場やシーパルピア女川に
紙袋ランタン約1000灯が灯され、来場者
は柔らかな灯りで照らされたレンガみちを
ゆっくりと歩きました。また、紙袋を並べて
「女川」の文字を表現したほか、フューチャ
ーセンターカマス前には20㍍ほどの流し
そうめんを設置。ゆずと梅のさっぱりした
味が好評で、子どもから大人までが舌鼓を
打ちました。

昨日の敵は今日の友、戦没者偲ぶ

ハンプトン・グレー大尉追悼式

第二次世界大戦における最後のカナダ人
戦死者となったハンプトン・グレー大尉の
追悼式が、地域医療センター敷地内の同大
尉記念碑前で８月８日に行われました。
艦載機編隊を率い、乗機が被弾、大破し
ながらも攻撃を指揮し続けた同大尉を偲び、
カナダ大使館からクリス・ディキンソン海
軍大佐が式典に出席。須田町長らと両国の
平和と友好を願って、献花しました。この
記念碑は、大尉への敬意と両国の友情の証
として崎山公園に建立されたものが東日本
大震災で倒壊し、2012年に現在の場所へ
移設されています。

投㊨芝生もきれいに㊧

◆ 今野英樹さんの見事な一

◆ 車 内 に 単 行 本 も 置 か れ、
マンガの世界にどっぷり

コナンが女川駅に乗り入れ!?

背丈以上のあの草、豪快にビュン

人気コミック「名探偵コナン」
「ダイヤの
A」
「ONE PIECE」
をラッピングした３両編
成のお座敷列車、マンガでつなGO東北
「コ
ミックトレイン」が７月23日～25日にJR
石巻線を走り、たくさんの観光客がカメラ
を構えました。この特別列車は、観光面か
らの復興支援や地域活性化を目的に、JR
東日本仙台・盛岡両支社と出版事業で被災
地支援活動を行う＜大震災＞出版対策本部
が企画したもの。女川町まちなか交流館で
は特別企画展も開催され、
「コミック出版社
の会」による複製原画やメッセージ入りサ
イン色紙が展示されました。

女川みらい創造㈱が呼びかけ、
「草取り大
作戦」と称して女川駅前から商業エリアに
かけての美化活動を７月23日に行いまし
た。
新しい駅前の景観を美しく保とうと、当
日は町民のほか関東からも参加者が集い、
61人が生い茂った雑草を抜きました。今
回の活動では、みなが嫌がる草取りを楽し
く作業できるようにと、人の背丈以上もあ
るセイタカアワダチソウを投げて飛距離を
競う選手権も開催。ダンボルギーニで知ら
れる今野梱包㈱社長の今野英樹さんが圧巻
の20㍍61㌢を記録し、優勝しました。

人気コミックの特別列車運行
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◆ディキンソン大佐がグ
レー大尉記念碑に献花

◆ カ ル タ 合 戦 や プ ラ レ ー ル、
缶積みなども人気でした

ツルッ！夏祭りで流しそうめん

女川駅前美化活動
「草取り大作戦」
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観覧
無料
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ダンスウィズミー!! in 女川

９月４日（日） ≪シーパルピア女川≫

ダンスショー＆体験ワークショップ ①午後１時～ ②午後３時～

≪女川町まちなか交流館 ホール≫
ダンスパーティー

①午後２時～ ②午後４時～

日本を代表するトップ社交ダンサーがシーパルピア女川に集結し、革新的なダンスショーを披露
します。昔踊ったことがある方や一般の方にも社交ダンスを通じて輝いていただける場を提供し、
前進し続けている女川の空気をたくさんの人に伝えていければと考えています。
※一般的に認知されている社交ダンスの枠を超えた、新しいスタイルのダンスショーやトップダンサー
のソロショーで、ハイレベルなパフォーマンスを堪能していただけます。
※その場でどなたでも参加できるワークショップを開催し、心身の健康づくりに貢献します。
※すべて無料でお楽しみいただけます。

◆主催・問合せ先

ボールルーム普及委員会 女川イベント係 ballroomdancepromotion@gmail.com

女川町敬老会

９月17日（土） 午前10時30分～
女川町総合体育館 大体育室
●対象者

今年度77歳以上になる方

当日は、女川町民舞連のみなさんにご出演いただき、アトラクションを開催しますので、たくさ
んの方のご出席をお待ちしています。
※受付は午前９時から行います。
※対象の方でご案内通知が届かなかった方は、下記までご連絡ください。

◆問合せ先

役場健康福祉課長寿介護係

☎54-3131内線138

おながわ秋刀魚収獲祭2016
９月25日（日） 午前10時～午後４時
女川駅前広場・シーパルピア女川

サンマ炭火焼き5,000尾・すり身汁4,000食無料提供、サンマつかみ取り、
生サンマ格安販売、ステージイベント、各種出店ほか
▶▶▶ボランティアを募集！

当日、一緒にイベントを盛り上げてくれる方を募集してい
ます。詳細はお問い合わせください。 ※内容：会場設営準備、
撤去作業、運営サポート、サンマ焼きなど
◆ボランティア受付・問合せ先 おながわ秋刀魚収獲祭2016実行委員会事務局

（㈱女川みらい創造内 担当：今野） ☎24-8118
4

日
（日）
午前６時ごろ～
（コースは国道３９８号）

▼ツール・ド・東北２０１６を沿道から応援しませんか？

９月

今年も自転車で被災地沿岸を走る「ツール・ド・東北２０１６」
が開催されます。
中継地点となる女川で、選手たちへ温かい声援を送りましょう。
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【町民バスが有料になります】
10月３日㈪から町民バスをご利用いただく際は、
１回の乗車につき、運賃200円がかかります。
※詳しくは、広報に同封のチラシをご覧ください。

大人：200円

高校生以下無料

Q
A

どうして有料になるのですか？

Q
A

途中で乗り換えた時は、どうなりますか？

Q
A

国からの補助金を受ける条件に有償運行が追加され
たためです。また、将来的に国の補助制度が廃止さ
れた後も運行を継続できるよう、利用者のみなさん
に費用の一部をご負担いただくものです。

１回乗車するごとに200円が必要です。途中で乗り
換えると２回の乗車となり、200円＋200円の合計
400円になります。
定期券や回数券はありますか？
５回分の料金1,000円で６回ご利用いただける、お
得な回数券を販売します。定期券はありません。

Q

回数券の有効期限はいつまでですか？また、使わな
かった分の購入代金は返金してもらえますか？

A

回数券の有効期限はありません。また、使わなかっ
たり、紛失された分の購入代金は返金できませんの
でご注意ください。
◆問合せ先

役場企画課企画調整係
☎54-3131内線224・225

町民ミニ運動会を10月16日
（日）に開催します
場所：町民第二多目的運動場
町民ミニ運動会を10月16日
（日）に、町民第二多目的運動
場で開催します。今年は、女川小学校全児童の参加も決定し
ました。競技の参加はもちろんのこと、応援・観覧のみでも
大歓迎です。ぜひ、足をお運びください。
※詳しい内容は、広報おながわ10月号に掲載します。
「パン食い・アメ食い競走」は、タイムスケジュールの
※一般参加
都合で実施しませんので、あらかじめご了承ください。

◆問合せ先
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女川町教育委員会生涯学習課体育振興係
☎53-3151

「暮らしの復興無料相談会」
を開催します
震災で被災された方をはじめ、住民のみなさんのさまざまな悩みや生活再建の相談に応じるため、
女川町と東北管区行政評価局の共催により、国・県・町・日本年金機構等が合同で相談会を開催し
ます。相談は無料で秘密は厳守されますので、お気軽にご利用ください。


※被災していない一般の方のご相談も受け付けます。

◆日
時 ９月15日
（木）午前10時30分～午後２時30分
◆場
所 女川町まちなか交流館 会議室Ａ・Ｂ
 台法務局、仙台国税局、日本年金機構石巻年金事務所、仙台弁護士会、宮城県
◆参加予定機関 仙
司法書士会、宮城県、女川町、行政相談委員、東北管区行政評価局
◆相 談 内 容 登記、税金、年金、法律問題
（ローン返済、相続、境界確定、不動産売買等）
、
国・県および町の行政全般に関する困りごと等
●弁護士・司法書士相談（１組20分、各９組
〔先着順〕
）
は事前に予約を受け付けています。


▶予約開始

※いずれも相談無料。予約に空きがあれば、当日の申込みも受け付けます。

９月５日
（月）
午前９時

◆予約申込み・問合せ先


☎022-262-7839

東北管区行政評価局

☎022-262-7839
午前８時30分～午後５時30分
（土日・祝日を除く）

住宅再建相談会（要予約） 「住まいの復興給付金」
住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
申請相談会（予約不要）復興庁

住宅金融支援機構
「住まいの復興給付金」
は、東日本大震災で被
（旧住宅金融公庫）では、
災した住宅の所有者が、消費税率８％引上げ
震災により住宅の被害
（平成26年4月1日）以降に、住宅を建築・購入、
を受けられた方が住宅
または補修
（工事費が税抜100万円以上）
し、そ
を再建・補修するため
の後居住する場合に、消費税増税分相当
（建築・
の 融 資（ 建 設・ 購 入 の
購入時の場合で最大約90万円）の給付が受けら
場合は、基本融資額について当初５年間の金利・
れる制度です。
年０％）についての
「住宅再建相談会」を実施し
●以下の場合は申請対象外となります。
ます。
被災時に住宅を所有していなかった／賃貸に
相談会では、
機構職員による資金計画相談
（災
お住まいだった／消費税率５％で建築・購入、
害復興住宅融資の制度のご案内、返済シミュ
あるいは補修を行っている
レーションの作成、資金計画のアドバイス）や
相談会では、
「住まいの復興給付金」の給付の
地元金融機関（七十七銀行・石巻信用金庫）
の住
可否や申請書の記入方法・必要書類等に関する
宅ローンに関する相談が受けられます。なお、
ご質問に相談員がお答えします。直接お問い合
住宅再建相談会は予約制となっていますので、
わせいただける機会です。ぜひ、会場へお越し
希望される方は下記の問合せ先までご連絡くだ
ください。
さい。
※会場では相談のみを行い、申請書は提出できません。

◆日時
◆場所
◆費用

９月 25 日（日）

午前10時～午後４時

役場仮設庁舎１階 町民の部屋
無料

※住宅再建相談会は予約が必要です

【住宅再建相談会に関する問合せ・予約先】
住宅金融支援機構お客さまコールセンター




☎0120-086-353

(午前９時～午後５時

祝日・年末年始除く)

【住まいの復興給付金に関する問合せ先】
住まいの復興給付金事務局コールセンター





☎0120-250-460

（午前９時～午後５時

HP

土日祝日を含む）

http://fukko-kyufu.jp
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女川町学習塾代等支援事業

学習塾や習い事などの費用を補助します
町では、子どもが学習塾などを利用する場合に、子どもの学力向
上への支援と子ども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として、学習塾等の費用に対し補助を実
施します。申請方法など、詳しくは女川町教育委員会教育総務課ま
でお問い合わせください。

《補助の対象となる方》

町内に住所を有する、４歳～18歳の子どもの保護者

《対象となる学習塾など》

次の教育サービスを提供する学習塾など
①学習塾など、主に学校教育の補習や教科
指導を行うもの
（通信教育なども含む）
②けいこごとや練習の指導を行う文化・ス
ポーツ教室

《補助金の額》

学習塾等の入会金および月謝の額とし、下記
の金額を限度額とします
（用具代等については、
該当しません）
①に該当する場合
子ども１人あたり月5,000円
②に該当する場合
子ども１人あたり月3,000円

例）
水泳・ピアノ・ダンス・習字・そろばん・
英会話・スポーツ少年団など

※ただし、①、②の両方に該当する方は月5,000円。

※継続的に行うものに限ります。

10月から受付を開始しますが、４月～９月分の領収書など証明できるものがある場合は補助を
受けることが可能です。申請の際にご相談ください。
◆申請・問合せ先

女川町教育委員会教育総務課

☎54-3133

東日本大震災災害義援金の配分について
東日本大震災の被災者に対する災害義援金について、７月に開催された宮城
県災害義援金配分委員会において、下記のとおり配分することが決定しました。
なお、過去に災害義援金の申請をしたことがある方は、新たに申請をしてい
ただく必要はありません。また、９月上旬以降に振込予定通知を発送し、順次
振り込みを行う予定ですが、該当する方で９月中旬以降になっても振り込まれ
ていない場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
支

給

人

的

被

害

住

家

被

害

津波浸水区域に
おける住家被害
※住家被害に加算

ご支

援へ

感謝

象

日赤等義援金
第８次配分額

宮城県義援金
第７次配分額

死亡・行方不明者

５千円

５千円

１万円

災害障害見舞金対象者

５千円

５千円

１万円

壊

１万円

―

１万円

大規模半壊

５千円

―

５千円

全

壊

４千円

１千円

５千円

大規模半壊

２千円

１千円

３千円

対

全

合

計

注意事項
過去に義援金の申請をした方で、申請者が申請後に亡くなったなどの理由により登録口座に振り
込みができない場合には、振込先変更届書等の提出が必要になりますので、役場生活支援課にお問
い合わせのうえ、手続きしてください。
◆申請・問合せ先
7

役場生活支援課支援係

☎54-3131内線 163・164

第

11

10

54 54

30

48

回女川町民弁論大会の出場弁士を募集！

女川町民弁論大会（女川鰐陵会・金曜会共催）の一般の部の出場弁士を募集しています。この
弁論大会は、住民相互の親睦と町民文化の向上を目的とし、今年で 回目の開催となります。
町民や町内事業所にお勤めの方は、ぜひ、この舞台で熱い思いを語ってみませんか。
大勢の方の出場をお待ちしています。大会当日の応援も大歓迎です。
◆ 開催日 時
月６日（日）午後２時 分開始（午後２時開場）
◆会
場
女川町まちなか交流館ホール
◆ 申込締 切
月 日（月）
◆ 問合せ 先
女川鰐陵会 八巻☎ ３-８３６
戸板☎ ３-１３１内線２９２
10

48

宮城海区
漁業調整委員会委員選挙人名簿
への登載申請を受け付けます
選挙管理委員会では、昨年９月に宮城海区漁業調
整委員会委員選挙人名簿の登載手続きを行いました。
今回も手続きとして、９月１日現在の状況による選
挙人名簿への登載申請を次のとおり受け付けします。

A．すでに申請された方

すでに申請手続きをされ、その後も引き続き漁業
に従事されている方につきましては、漁業法の規定
を運用し、継続して選挙人名簿への登載手続きを行
いますので、新たな申請は不要です。

B．すでに申請された方で、現在は漁業に従事
されていない方
（廃業された方など）
選挙人名簿へ登載しませんので、お手数ですがご
連絡ください。

C．まだ申請していない方で、現在、漁業に従
事されている方

次の資格要件の全てを満たす場合は、選挙管理委
員会に備え付けの申請書で、９月５日
（月）
までに申
請してください。
①女川町に住所または事業所を有する方
②１年に90日以上漁船を使用する漁業を営む、また
は従事する方
（法人を含む）
③年齢が18歳以上の方

なお、資格要件などの詳細は、選挙管理委員会ま
でお問い合わせください。
◆問合せ先


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

◆９月の休館日

５・12・26日

今月
おす の
すめ
書籍

伝えられなかった言葉。忘
れられない後悔。もしも
「あの
時」に戻ることができたら…。
近くて遠く、永遠のようでは
かない家族の日々を描く物語
６編。人生の可笑しさと切な
さが沁みる、大人のため
の“泣ける”短編集です。

９月 の
女川 つながる図書館情報

☎54-3181

第１５５回直木賞受賞作

女川町勤労青少年センター2階

「海の見える理髪店」

絵本や児童書も多数新着。お楽しみに！

荻原 浩／著

■亡者たちの切り札 藤田宜永著
■季節のおうち寿司 岡田大介著
■日本一短い手紙
「うた」
■トットチャンネル 黒柳徹子著
■侵入者 折原一著
■翻訳できない世界のことば

エラ・フランシス・サンダー著



オススメ書籍をご用意しています！

女川町選挙管理委員会
☎54-3131内線281

8

（２DK６戸、２LDK１戸）

②浦宿第一住宅１戸※H22年完成


（２DK・事故住宅）
◆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、月額所得15万8千円以下
であること ③町税等の滞納が
ない方

③運動公園住宅１戸※H27年完成


（４階２DK・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
※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。
9

30

53

29

災害公営住宅事前登録＆募集


※登録・募集は随時(土・日・祝日除く)

◆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

※この住宅は災害公営住宅ではありません。
※暴力団員の方は、申し込みできません。
※原則として、現在町営住宅に入居されて
いる方は申し込みできません。
※２ＤＫは、60歳以上等の要件を満たし
た方は単身でも応募できます。
※②の事故住宅とは、以前に事件や事故等
によって空き家になり、一定期間募集を
停止していた住宅です。内容については
お問い合わせください。

29

２-２９５



29

平成 年女 川 町 成 人 式 の
 実行委員を募集します

【募集住宅】

平成 年女川町成人式で、式典の進行や第２部（実行委
員会による記念事業）の企画運営をする実行委員を募集し
ます。新成人のみなさん、自分たちで「心に残る素晴らし
い成人式」にしてみませんか。

◆申 込方法 専用の申込用紙に記
入し、女川町役場生活支援課へ
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東部管理事
務所
☎21-5657
役場生活支援課住宅係

☎54-3131内線166

29

年女川町成人式》

※当日消印有効

①浦宿第二住宅７戸※H27年完成

●日
時 平成 年１月８日
（日）
午後１時 分～（受付 午後１時～）
●場
所 華夕美
●対 象 者 平成 ８ 年 ４ 月 ２ 日 ～ 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 ま で に 出 生 し た 方 で 女 川
町 に 在 住 し て い る 方、 過 去 に 女 川 町 に 在 住 し て い た 方 な ど で 女
川町の成人式に参加希望の方

◆問合せ先 女川町教育委員会生涯学習課生涯学習係 ☎

◆案内書配布場所
女川町役場生活支援課窓口、宮
城県住宅供給公社東部管理事務
所
◆配布・受付期間
９月１日（木）
～12日
（月）


《平成



町営住宅
入居者を募集中

一般住棟

間取り

ペット住棟

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

入 居 人 数 1人〜 1人〜 2人〜 3人〜 4人〜 1人〜 2人〜 3人〜 4人〜
女川駅北

1

3

荒立・大道①
ず

い

道

3

6

荒立・大道③

1

6

西区
（集合） 3

1

戸建住宅募集

6

4
1

1

1

2

2

指ケ浜

１戸
（３LDK）

宮ケ崎

１戸

1

※８月に応募がなかったため、以後、受付順。

※８月15日時点。申込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。

◆問合せ先 役場生活支援課住宅係

☎54-3131内線166

女川町臨時職員募集
各募集とも、任用期間は10月１日～平成29年３月31日まで

応募される方は、それぞれの申込期限までに写真貼付した履歴書
（必要な方は資格証書の写し１
部も）を各申込み先へ提出してください。
業務内容

勤務時間

●原子力対策臨時事務補助員
企画課所掌の原子力対
策資料収集整理などの
事務補助等

勤務先



役場
仮設庁舎
企画課

●国民健康保険診療報酬明細書点検員



国民健康保険診療報酬
明細書の点検事務

役場
仮設庁舎
町民課

月～金（週５日）
、
午前10時～午後４時

●クリーンセンター臨時技術業務補助員
施設において建設機械 月～金（週５日）
、
によるごみの埋立作業 午前８時30分～
等
午後５時15分

給食調理・給食配送と
施設管理・学校事務等

クリーン
センター

１名

１名

若干名



※

8.500円

有

9,900円

役場
仮設庁舎
税務課

１名



[全日勤] 午前８時30分～
午後５時15分
[半日勤] 午前８時30分～
12時30分

午後５時15分～９時15分

総合
運動場

町民課施設係

土・日祝日出勤あり(週５日)、
午前８時30分～午後５時15分

教育委員会教育総務課



●つながる図書館臨時事務補助員

☎54-3131内線141

◆申込み・問合せ先 生涯学習課体育振興係

☎53-3151

無

有

自動車運転免許(普通・中型)
土日祝日を含み、夜間勤務
が可能な方
Word・Excel

有

7,400円

有

生涯学習課生涯学習係

自動車運転免許(普通・中
型)
土日祝日を含み、夜間勤務
が可能な方
生涯学習課生涯学習係

自動車運転免許(普通・中
型)、Word・Excel

◆申込み・問合せ先 生涯学習課生涯学習係

火～日（月平均17日）
、
午前８時30分～午後５時15分

勤労青少年
センター

３名



火～日（月平均13日）
、午前８
時30分～午後５時15分※

6,900円

自動車運転免許
（普通・中型）

有

◆申込み・問合せ先
勤労青少年
センター

２名

●つながる図書館臨時事務補助員（有資格者） 
火～日(月平均13日)、
勤労青少年
新設する図書室の開館
午前８時30分～
センター
準備等業務
午後５時15分


応急仮設住宅および災 月～金（週５日）
、
役場
害公営住宅の維持管理 午前８時30分～
仮設庁舎
業務に係る事務補助等
午後５時15分 生活支援課

6,900円

有

7,400円

有

◆申込み・問合せ先
２名

7,400円

有

生涯学習課生涯学習係

自動車運転免許
※開館時間により、午前９
時30分～午後６時15分

◆申込み・問合せ先
１名

☎54-3133

９月７日
(水)
※土日除く

日勤
日勤
１名、 7,400円
夜勤
夜勤
3,816円
２名

１名

９月７日
(水)
※土日除く

職種により自動車運転免許 ９月７日
(普通・中型)
(水)
※職種により勤務時間前後 ※土日除く

◆申込み・問合せ先
総合
体育館

☎54-3131内線114

自動車運転免許
(普通・中型)

◆申込み・問合せ先



☎53-3549

自動車運転免許（普通・中 ９月７日
型）と車両系建設機械運転
(水)
技能講習修了証
※土日除く

有

有※

９月７日
（水）
※土日除く

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

7,400円

全日勤
全日勤
３名、 7,400円
半日勤
半日勤
3,816円
２名



[日勤] 午前８時30分～
午後５時15分(月平均21日) 勤労青少年
[夜勤] 午後５時15分～
センター
９時15分（月平均21日）

●生活支援課臨時事務補助員

7,400円

９月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線118

※診療報酬明細書の点検事
務の経験とPC操作

◆申込み・問合せ先 税務課税務係

午前８時30分
～
午後５時15分

●移動図書館臨時事務補助員

町の絵本館で
の本の貸出業
務

時給
890円

◆申込み・問合せ先

●生涯学習課臨時事務補助員
およびトレーラーハウス等管理業務

移動図書館車
両での本貸出
業務

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

無

申込期限

☎54-3131内線222・223

◆申込み・問合せ先 町民課環境係

●勤労青少年センター臨時業務補助員

施設の管理と
事務補助

7,400円

◆申込み・問合せ先



●総合運動場臨時業務補助員

施設管理業務

１名



月～金（週５日）
、
給食調理場
午前７時30分～
町立小・中
午後４時15分 学校

住民税等の賦課（課税）
、徴
収業務等事務補助と証明書発
行等の窓口事務補助業務月～
金（週５日）

施設管理業務

１名



●税務課臨時事務補助員

特記事項（必要な資格等）

◆申込み・問合せ先 町民課国保年金係

火葬場と
火葬業務と施設管理補
午前８時30分～
クリーンセ
助、クリーンセンター
午後５時15分
ンター
でのごみ処理等業務

●学校等臨時業務員

資格の
有無

日額

◆申込み・問合せ先 企画課原子力対策係

月～金（週５日）
、
午前８時30分～
午後５時15分

●火葬場臨時業務補助員

募集
人数

生涯学習課生涯学習係

図書館司書か学校図書館司
書教諭、自動車運転免許
生活支援課住宅係

９月７日
(水)
※月除く
☎53-2295
９月７日
(水)
※月除く
☎53-2295
９月７日
(水)
※月除く
☎53-2295
９月７日
(水)
※月除く
☎53-2295
９月７日
(水)
※月除く
☎53-2295
９月７日
(水)
※月除く

☎54-3131内線168

自動車運転免許
（普通・中型）

９月７日
(水)
※土日除く

10

業務内容

勤務時間

勤務先

●女川町保健センター臨時栄養士

●女川町保健センター臨時事務補助員



入所児童の保育業務





月～金（週５日）
、
町立第一・
午前８時30分〜
四保育所
午後３時30分



6,900円

３名

月～金、午後１時30分～５時30分
※土と冬季・年度末休業期間中は
午前８時30分～午後５時30分

5,340円



7,400円

無

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

９月７日
(水)
※土日除く

6,900円

２名



◆申込み・問合せ先

月～金（週５日）
、
役場
計３名
復興推進課所掌事務に
午前８時30分～
仮設庁舎
※
係る事務補助等
午後５時15分 復興推進課

●復興推進課用地取得補助員



用地取得に係る地権者 月～金（週５日）
、
交渉補助と記録作成
午前９時～午後４時

●復興推進課臨時業務補助員

7,400円

◆申込み・問合せ先
役場
仮設庁舎
復興推進課



１名

１名



健康福祉課福祉係

健康福祉課福祉係

総務課総務係

無

7,400円

7,400円

無

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

１名

7,400円

無

☎54-3131内線292

☎54-3131内線261

要用地取得交渉経験

９月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線292

自動車運転免許(普通・中
型）
、Word・Excel程度

◆申込み・問合せ先 建設課庶務係
役場
仮設庁舎
建設課

９月７日
(水)
※土日除く

９月７日
Word・Excel程度
(水)
※臨時事務補助員２名と用
地事務補助員１名
※土日除く

復興推進課復興調整係
有

☎54-3131内線135

☎54-3131内線214・215

復興推進課復興調整係
無

☎54-3131内線135

要育児経験
９月７日
※臨時指導員と臨時指導補
(水)
助員合わせて計３名
※土日除く

復興推進課防災集団移転係

◆申込み・問合せ先

月～金（週５日）
、
役場
住宅建築で発生する土
午前８時30分～
仮設庁舎
砂の受入れ管理等補助
午後５時15分 復興推進課
建設課所掌事務（用地 月～金（週５日）
、
事務等にも従事）に係 午前８時30分～
る事務補助等
午後５時15分

6,900円

☎54-3131内線135

保育士、幼稚園教諭免許等 ９月７日
※臨時指導員と臨時指導補
(水)
助員合わせて計３名
※土日除く

有

月～金（週５日のうち、 役場
各種窓口・制度に係る
２～３日）午前８時
仮設庁舎
総合案内業務
30分～午後５時15分
総務課

☎54-3131内線135

９月７日
要育児経験
(水)
※臨時指導員と臨時指導補
助員合わせて計４名
※土日除く

無

◆申込み・問合せ先

９月７日
(水)
※土日除く

保育士、幼稚園教諭免許等
９月７日
※臨時指導員と臨時指導補
(水)
助員合わせて計４名
※土日除く

有

無

９月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線135

※行事等により、勤務時間
の変動あり

無

◆申込み・問合せ先
放課後児童
3,560円
クラブ（町 計３名 長期休業
立小学校
※
期間中
内）
6,900円

☎54-3131内線135

※行事等により、勤務時間
の変動あり

無

◆申込み・問合せ先



☎54-3131内線135

保育士、幼稚園・小学校・ ９月７日
養護教諭免許 ※行事等に
(水)
より、勤務時間の変動あり ※土日除く

有

●総合案内窓口業務補助員 

●建設課臨時事務補助員

☎53-4990

◆申込み・問合せ先 健康福祉課福祉係

放課後児童
4,384円
クラブ（町 計３名 長期休業
立小学校
※
期間中
内）
8,500円

月～金、午後１時30分～５時30分
※土と冬季・年度末休業期間中は
午前８時30分～午後５時30分

●復興推進課臨時事務補助員
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9,200円

☎53-4990

保健センター

◆申込み・問合せ先 健康福祉課福祉係



●放課後児童クラブ臨時指導補助員
児童の
保育業務

２名

月～金（週５日）
、
子育て支援 計４名
午前８時30分～
センター
※
午後５時15分

●放課後児童クラブ臨時指導員
児童の
保育業務

２名

月～金（週５日）
、
子育て支援 計４名
午前８時30分～
センター
※
午後５時15分

●子育て支援センター臨時指導補助員
児童の保育補助
業務等

有

◆申込み・問合せ先 健康福祉課福祉係

●子育て支援センター臨時指導員
児童の保育業務等

7,400円

申込期限

管理栄養士か栄養士資格
９月７日
※給食、おやつを提供する
(水)
ための献立、栄養計算、
栄養指導、アレルギー対 ※土日除く
応等

◆申込み・問合せ先 健康福祉課福祉係

月～金（週５日）
、
町立第一・
保育所施設管理業務と
午前８時30分〜
四保育所
給食調理業務
午後５時15分


給食調理業務

２名

保健センター

◆申込み・問合せ先 健康福祉課福祉係

月～金（週５日）
、
町立第一・
午前８時30分〜
午後５時15分 四保育所


●保育所臨時調理補助員

（１）
（１）
9,200円
（２）
（２）
各１名
7,122円

◆申込み・問合せ先

月～金
（週５日）
、
午 前 ８ 時30分
保健
～ 午 後 ５ 時15 センター
分



●保育所臨時業務補助員

特記事項（必要な資格等）

◆申込み・問合せ先
保健
センター

●保育所臨時保育士

資格の
有無

日額



月～金（週５日）
保 育 所 給 食 管 理(※)、（１）午前８時30分～
午後５時15分
母子保健事業、特定健 
診等の栄養指導事業 （２）午前８時30分～

午後３時30分
特定健診・がん検診等の健康
診査事務、母子健診・予防接
種等の健康対策、健康づくり
等保健活動の事務補助業務

募集
人数

９月７日
(水)
※土日除く

☎54-3131内線252

Word・Excel
（文書編集・表計算等）

９月７日
(水)
※土日除く

にしかわたかゆき

TEAM ONAGAWAのご紹介

西川貴之

長期派遣職員・支援員等
町では、全国の自治体や復興庁などから派
遣された職員や任期付採用職員が、まちの復
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！

財務省から派遣
総務課
政策調整監
趣味：史跡巡り

７月から本町に参りました。美しい海と山に
囲まれ、多くの海の幸に恵まれた町に感動しつ
つも、千年に一度のまちづくりに圧倒される毎
日です。一日も早い復興のため精一杯頑張りた
いと思いますので、よろしくお願いします。

おとやまともふみ

しばがきさと み

音山智史

柴垣聡美

復興庁から派遣
復興推進課防災集団移転係
復興支援専門員
趣味：バスケ・林道ツーリング
８月から芋焼酎黒霧島のふるさと都城市から
赴任しました。盆地でしたので、潮の香りのする
女川町の生活を毎日新鮮な気持ちで過ごしてい
ます。今後、一日も早く町の復興に貢献したいと
思いますので、よろしくお願いします。

任期付採用職員
産業振興課
商工労働係
趣味：ストレッチ
女川で雇用に関わる仕事がしたいと思い、
念願叶って６月から商工労働係として働いて
います。山や海の美しさに毎日感動し、ここ
で働くことができることを心から嬉しく思い
ます。どうぞよろしくお願いします。

▶▶女川向学館をご存知ですか？
女川向学館とは、認定NPO法人カタリバが運営する被災
地の子どもたちのための放課後学校（コラボ・スクール）のこ
とで、現在17名のスタッフが小・中学生、高校生へ学習指
導と心のケアを行っています。
仮設住宅での暮らしが続く中、教育環境も十分に回復して
おらず、勉強に集中できない子どもがいます。そこで女川向
学館では、集団授業や個別指導といった学習支援のほか、自
習室も開放し、落ち着いて勉強をする場を提供しています。
また、災害後、精神的に傷ついた子どもへのメンタル・ケアや、
彼らの相談相手になったりもします。
入会にご興味のある方、学習支援の詳しい内容を知りたい
方、また、見学希望の方は、下記までお問い合わせください。

◆夏休みは楽しいイベントが盛
りだくさんでした。写真は、
工作教室の様子

（対象：小学１～３年生）

●費
用 テキスト・模試代等は実費負担
●応援協力金
（寄附）
運営継続のため、毎月の応援協力金をお願いしています。詳しくは、お問い合わせください。
●通学バス 学校⇒女川向学館⇒町内各バス停への通学バスあり。
●開 校 日 月～金曜日
（土日・祝日は休校）
◆問合せ先

女川向学館
（旧女川第一小学校校舎１階） ☎24-9964

※７面の学習塾代等支援事業の費用補助は対象外ですので、ご注意ください。

「未来は自分で作れる」
そう信じられる子どもたちを増やすため、
子どもたちの成長を見守り、支援する場所。
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≪出島を活性化させる私たちの提案プラン≫

廃校を利用した出島自然学校を開校
自然や食、島民と触れ合う島生活体験プログラム

●校舎を利用した多人数対応の宿泊施設やキャンプ場、コテージを整備。
●島食材で自炊体験やキャンプファイヤー、ものづくり、星空観察ツアー等。
●島一周シーカヤックや筏を設置しての釣り体験、灯台ぐるり島散策など、
アウトドアアクティビティーを充実。
●白浜を整備、干潮時にだけ現れるプライベートビーチを演出。

女川に来て４ヶ月。たくさんのイベントや民間企業での就業体験を通し
て、さまざまな学びを得ました。町役場では、小屋取から指ケ浜までの半島
部へ実際に足を運んで広報おながわを配達し、進みゆく高台移転を間近で
感じてきました。こうなると、やっぱり行ってみたいのが女川の島々。秘境
…とまではいかないまでも、商店もない中でどのように人は暮らしている
のか。のんびりとした出島の風に癒されながら、
島人の声を聞いてきました。
●潮風のにおいとウミネコ
観光桟橋からシーパル女
川汽船を利用し、出島へは江
島を経由して約１時間の船
旅。少 し 遠 回 り で す が、潮 風
のにおいと船追うウミネコ
との競争が旅気分を盛り上
げます。
港に人の姿は見えません
が、数匹のネコが私たち旅人
を出迎えました。地域医療セ
ンターの巡回診療に合わせ、
出島集会所まで上り坂を進
み ま す。震 災 後、廃 校 と な っ
た小中学校を過ぎ、災害公営
住宅が見えてきました。
集会所には、４人の島民と
ドクターたちの姿が。あいさ
つを交わすと、私たちの疑問
に威勢よい声で答えてくれ
たおじさんたち。口をそろえ
て言うのが
「 島 の 生 活？ 全

然、困 っ て な い よ！」。続 け
て
「島の人はここを宝の島っ
て呼んでいて、ウニやホタテ、
アワビもあるから食べてく
のには不自由しないよ」
。
さらに
「うまいから食べて
み な 」と、茹 で た ホ ヤ を い た
だ く こ と に。人 の 温 か さ は、
本土も離島も変わらない女
川の素敵な魅力なんだと実
感しました。

●「若い人が少ないんだよね」
それでも
「若い人が少ない
ん だ よ ね 」と、将 来 を 危 惧 す
る声が出ていたのも事実。学
校や働き口の問題から若者
の流出は避けられないそう
です。本土と出島を結ぶ出島
架橋も計画は着々と進んで
いるし、この島をなんとか永
く残していきたい。そう思っ
た私たちは、出島を活性化さ
せるプランを自分たちなり
に考えてみました
（上）
。
現在ある資源を生かし、最
近人気のアウトドア体験を
手軽に行える場所に。もちろ
ん、多くの事業費が必要です
が、島の中でも雇用が生みだ
せるし、若者を呼び込む起爆
剤としても期待できます。な
にせ、子どもたちが元気に島
を駆け回る姿が見たい。
いかがですか、
町長！
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◆優しい島のみなさんと話しているうちに出島の将来を案じて、
資源を生かした私たちなりのプランを練ってみました

ンターン生
気づけばイ
。学べる
なりました
り１ヶ月と
て、思
し
収
さん吸
ことをたく
と思
い
た
み
し
いっきり楽
います！

小畑 綾香
(20)

1）
遠藤 雅也(2 活も残

「女川行
きたい！
」と
多くの友
人が遊び 、最近
に来ます
大好きな
。
この町で
楽しそう
に過ごす
彼らの姿
が嬉しい
です！

「食べてみな」出島島民の温かさに感激
島の問題に私たちが出した答えとは

!?

さ や
えんどう ま

お ばた
あや か

2016.9

23
平成28年度 第１回まちづくり推進協議会が開催されました
町民と行政が一体となったまちづくりを進めることを目的に、平成23年度に設置されたまちづくり推
進協議会が、今年度からの
「本格復興期」
に向け、新たな体制で開催されました。

り
町長よ

復興計画の最終ステージ「本格
復興期」に入り、完了まで残り985
日となりました。今後も復興まちづくり
について委員のみなさんからご意見をい
ただき、住民のみなさんに、使ってもら
い、住んでもらい、楽しんでもらえるま
ちづくりを進めていきます。

主な
容
決定内

●町民の意見が反映された
まちづくりとなるよう、町民
と行政は復興事業の進捗を確認
し、協働のまちづくりを進めていく。
●町民が積極的にまちづくりに参加でき
るよう「場づくり」に取り組む。

平成28年度女川町まちづくり推進協議会委員
髙橋

孝信

【会長】女川魚市場買受人協同組合理事長

鈴木

良徳

【副会長】女川小学校ＰＴＡ会長

鈴木

敬幸

女川町観光協会長

高橋

正典

女川町商工会長

阿部

彰喜

宮城県漁業協同組合女川町支所
支所運営委員長

齋藤

俊美

女川町区長会長

横内

静子

女川町婦人会長

齋藤

充

女川町地域医療センター長

的場登美子

女川町社会福祉協議会長

後藤

女川中学校ＰＴＡ会長

茂夫

緑のまちづくりを進めています！
緑化整備による景観に優れたまちづくりを推進するため、庭先へのシンボルツリーの植樹や芝の植え付
けなどに、助成金を交付しています。今回は緑化整備を行ったお宅を取材しました。

～荒立西地区のお庭～
Q
A

緑化は生垣、低中高木植栽、芝生、その他地被植物

いつ、どのような緑化整備をしたのですか？
平成26年12月ごろの住宅完成に合わせ、植栽しました。樹種の選定や配置
は業者に任せました。土壌の置き換えはしなくても、今まで順調に育ってい
ます。緑の多い住まいはよいものです。芝生のおかげで、飼い犬が泥んこで
家に上がりこむこともなく、清潔でいられるので満足しています。

Q

これから庭づくりをする方への、アドバイス
をお願いします。
A 宅地内で緑化をすれば空気もきれいになる
し、みんなが実施すれば地区の景観もよくな
るので、緑化はおすすめです。最近始まった
ばかりの助成金制度を上手に活用しながら、
計画と実施を行うとよいでしょう。

女川町緑のまちづくり
助成金のお問い合わせ先

事前相談：復興推進課復興調整係
受付窓口：生活支援課支援係

☎54-3131内線291・292
☎54-3131内線163・164
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今年度の“まち活”も本格復興期を見据え、スタートしました！
●地域の集まりや活動の場に足を運び、みなさんの声を聴きながら、暮らしの再建に合わせて活躍できる
舞台が広がるよう、テーマごとの
「チームづくり」
を進めていきます。
●すでに実践されているまちづくり活動の情報発信と参加拡大や、町民みなさん主体の新たな取り組みの
実践を、共に進めていきます。
「緑のまちづくり」などを通じた一人ひとりの取り組みが地域や町全体に拡がり、住みよい町につながる
●
よう、協働して取り組みます。

クス
トピッ

女川町では、将来にわたって持続可能な魅力ある町を目指し、地域の創生に向けた取り
（※）
組みを推進していくため、７月27日に「女川町まち・ひと・しごと創生総合戦略
（第１版）」
を策定しました。この中で「まち活」は、基本施策の中の一つに位置づけられています。

≪まち活≫

≪基本施策≫

町民が主体的にまちづくりに関わり、活動テーマごとの担い手
発掘や新たな活動につながる実践講座、活動の先導役を支える
チームづくりなどを実施して、新たな暮らしの舞台で持続可能
な町民活動が発展するよう支援していきます

町で活動するプレイ
ヤーづくりとコミュ
ニティ形成の促進

（基本目標２-基本施策３）

※女川町公式ホームページ

ホーム > くらしの情報 > 女川町まち・ひと・しごと創生総合戦略

女川町のまちづくり活動のご紹介！～桜守りの会～
毎月、女川駅前の
「ダイシン＆かふぇさくら」
で開かれている、
「桜
守りの会」のランチ会に参加しました。桜守りの会は、町の彩りを
取り戻そうと桜の植樹活動を進めており、津波に流されなかった
桜の木からは桜地蔵が制作されています。月に一度、開かれてい
るランチ会は桜地蔵の講（※）から始まっています。また、活動され
ているみなさんの交流や情報交換の場にもなっています。
ランチ会には、子育て中のお母さんや赤ちゃんもやって来ます。
お母さんたちにとっては、赤ちゃんの成長や子育ての悩みを話す
場にもなっています。

※桜地蔵の講…震災と津波の伝承・犠牲となられた方々の鎮魂のための集い

会の
ランチ
様子

≪事務局長・藤中郁夫さんからメッセージ≫
11月に、希望者へ桜の苗木を配布する予定です。再建した自宅の庭に桜を植
えたい方は、お問い合わせください。来年には、女川高台に新築移転される白
山神社と女川駅北の災害公営住宅内公園にも桜を植樹したいと思っています。
この桜の苗木は、公益財団法人日本花の会に提供してもらっています。神社
や公園には、しっかりとした苗木を植樹したいと考えています。
◆桜の苗木に関する問合せ先

HP

女川桜守りの会
（藤中）
☎090-1937-3411
http://sakuramori.minibird.jp/kai.html

夫
藤中郁
さん

あなたの活動をみなさんに紹介しませんか？

まち活通信やSNSを通じて、町内のまちづくりの活動を発信しています。
下記の問い合わせ先までご連絡をお待ちしています。

◆問合せ先 女川町まちづくり推進協議会事務局
（役場復興推進課復興調整係）

☎54-3131内線291 メールアドレス：fukko7@town.onagawa.miyagi.jp
○まち活フェイスブック @onagawatown で検索
○まち活LINE＠
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LINEアプリの友達追加画面で

@onagawatown

をID検索

Information

９月のお 知らせ
第５回東北電力杯女川・牡鹿交流
グラウンド・ゴルフ大会
グラウンド・ゴルフ愛
好家の交流と親睦、そし
て生涯スポーツの振興に
寄与することを目的に
「第５回東北電力杯女川・
牡鹿交流グラウンド・ゴ
ルフ大会」を開催します。
◆会
◆日

場
時

◆競技方法

第二多目的運動場
10月５日
（水）
競技開始９時20分

※受付８時30分、大会終了12時30分
※荒天の場合、10月12日
（水）に延期

 人対抗戦とし、１チーム４−５
個
名に編成。８ホール×３ラウンド
＝24ホールの合計打数で競う
◎表彰 １～３位…トロフィー・副賞、４～
６位…賞品、その他…ホールインワン賞・
特別賞・参加賞全員
◆参加資格者 女川町民、牡鹿地区民
◆参 加 費 １人500円
※用具のない方はお貸しします。

◆申込締切 ９月15日
（木）
◆申込み・問合せ先

女川町グラウンド・ゴルフ協会
木村祐幸☎54-4733 平塚 徹☎53-4232

公立小・中学校の
講師を募集しています

募集

小学校や中学校で
産休等の欠員が生じ
た場合に勤務してい
ただける臨時的任用
教員（常勤または非常
勤）を募集しています。
◆資
格
◆問合せ先


教育免許状を所有する方
宮城県東部教育事務所教育学事班
☎95-7096

お問い合わせは役場
企画課防災係（☎543131内線223）まで。

消防団員募集中！

町民バス
９月の休日運行日
町では無料の町民バスを運
行しています。運行は平日
（月
～金）のほか、利用される方
の利便性向上のため、第２・第
４土日の運行も行っています。
ご利用の際は、運行日をお間違えのないようご
注意ください。
◆休日運行日
10日(土)、11日(日)、24日(土)、25日(日)

「全共宮城大会」
に向けた
プレ全共を開催します
５年に一度、全国から選抜され
た和牛が一堂に会し、体型や肉質
などを競い合う全国大会
「第11回
全国和牛能力共進会」が平成29年９月に宮城県
で開催されます。本大会を１年後に控え、宮城
県産和牛の“日本一”獲得と大会運営の成功を祈
念し、本番を想定したプレ大会を開催します。
◆開催日程・場所
肉牛の部：９月６日
（火）
～８日
（木）
仙台市中央卸売市場食肉市場
種牛の部：９月９日
（金）・10日
（土）
みやぎ総合家畜市場
※９月６日～９日は出品者および関係者対象

◆９月10日
（土）
のイベント
（予定）
等
●会場 みやぎ総合家畜市場
（美里町北浦字生地22-１）

●一般来場者向けイベントの時間

午前９時30分～午後２時30分

≪イベント内容≫
○仙台牛PR・県産和牛試食コーナー
○県内各地の観光PR・地場産品販売コーナー
○ステージイベント
県内ご当地キャラクターや伊達武将隊など
○全共宮城大会マスコットキャラクター
「牛政宗
（うしまさむね）
」
くんと記念撮影

◆問 合せ先 第11回全国和牛能力共進会宮城
県実行委員会事務局 ☎022-714-2982
HP h ttp://www.pref.miyagi.jp/site/
nourinsui/miyagi-zenkyou.html
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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

“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
〇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。

●防衛大学校学生（推薦・総合選抜）

◆応募資格 高卒
（見込み含）21歳未満の方
◆受付期間 ９月５日
（月）
～８日
（木）
詳しくは、お問い合わせください。

●防衛大学校学生（一般※前期）

◆応募資格 高卒
（見込み含）21歳未満の方
◆受付期間 ９月５日
（月）
～30日
（金）
◆試 験 日 １次試験
11月５日
（土）
、６日
（日）

※２次試験は１次試験合格者に別途通知します。

●防衛医科大学校学生（医学科・看護学科）

◆応募資格 高卒
（見込み含）21歳未満の方
◆受付期間 ９月５日
（月）
～30日
（金）
◆試 験 日
〇医学科…１次試験10月29日（土）、30日
（日）
〇看護学科…１次試験10月15日
（土）
※２次試験は１次試験合格者に別途通知します。

◆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

東北方面隊創隊56周年記念行事

テーマ「羽ばたけ！東北
●日

時

募集

石巻地区広域行政事務組合では、石巻圏域が
力強く復興している姿を紹介し、ふるさとのよさ
を再発見する、
ふるさと探訪ツアーを実施します。
①奥松島・石巻コース…旧野蒜駅
（震災伝承館）、
新野蒜駅、嵯峨渓遊覧、奥松島縄文村歴史資料
館、橋通りCOMMON、石巻Newseeほか
②女川・金華山コース…石巻魚市場、女川いの
ちの石碑
（鷲神浜）
、金華山、女川駅、女川水産
業体験館ほか
◆日


時

10月10日
（月）
午前８時集合

※解散は午後４時～５時を予定。

◆集合場所 JR石巻駅
◆参加資格 石
 巻圏域
（女川町・石巻市・東松
島市）
に居住する小学生以上の方
◆応募方法 往復はがきに①住所②氏名③年齢
④電話番号⑤参加希望コース名をご記入のう
え、
下記までお申し込みください。
グループで参
加を希望する場合は、３人までとし、全員の必
要事項①～⑤と代表者名を明記してください。


※９月14日（水）必着。第２希望がある場合は記入。

≪宛先≫〒986-0844 石巻市重吉町８番地20
石巻地区広域行政事務組合 総務企画課
◆参加費用 各コース2,000円
（当日持参）


※昼食代、見学料含む。

◆募集人数

各コース40名

◆問合せ先

石巻地区広域行政事務組合
総務企画課 ☎96-3577

 ※定員超えの場合はコースごとに抽選し、全員に通知。

そして未来へ」

９月25日
（日）
午前９時～午後３時
陸上自衛隊仙台駐屯地

●場
所
（仙台市宮城野区南目館１-１）

●料
金 入場無料
●イベント 観閲式、観閲行進、訓練展
示、戦車体験搭乗、ヘリ体
験搭乗抽選（後日搭乗）、
装備品展示、売店・特産品
コーナー、ふれあいコー
ナー（ミニ新幹線、エアー
トランポリン、ストラッ
クアウトほか）、音楽隊ミ
ニ・コンサートなど
●問合せ先 東北方面総監部広報室

☎022-231-1111内線2373
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ふるさと探訪ツアー
参加者を募集

三陸国際芸術祭2016 in大船渡
三陸沿岸に伝わる芸能の豊かさを世界に発信
し、芸術を通して他地域との交流を図る芸術祭
です。商店街・蔵・民家を数日間利用し、町の
いたるところで多くの芸能と出合えます。 被
災地で唯一残った歴史ある盛町(さかりまち)など
の町並みを活用し、芸能と現代が交差します。
◆日
◆会


時
場

９月10日
（土）
、11日
（日）
大船渡市盛町界隈

※女川町から女川港大漁獅子舞まむしが出演予定。

◆問合せ先 SANFES.事務局
（みんなのしるし合同会社内）☎0192-47-5123
HP http://sanfes.com/

Information
最新の情報を配信！

女川町公式ツイッター

https://twitter.com/TownOnagawa

９月は 第60回
船員労働安全衛生月間です
月間スローガン

「持ち越さず その都度改善 危険箇所」

上記月間中は、石巻海事事務所および船員災
害防止協会東北支部石巻地区支部の訪船班が船
舶の安全・衛生に関する訪船指導を実施します。

●生活習慣病の予防対策の確立。
●高年齢船員の死傷災害および疾病防止。
●海難や災害の分析などの情報入手・活用や災
害防止のノウハウの入手。
●漁船は安全上の措置、責任分担などの明確化
を図り、海難に対する危機意識を持ち、作業
用救命胴衣の着用や航行の安全管理体制の再
確認の徹底、船舶でのミドリ十字の掲揚、船
内事務所内のポスター、標語ビラの掲示。

暴力団問題等無料出張相談所を
開設します
民事介入暴力担当弁護士や警察官等が、暴力
団問題などに関する困りごと相談に応じます。
相談無料、秘密厳守、予約不要ですので、安心
してご相談ください。
◆日
時 ９月２日(金)午後１時～４時
◆場
所 東松島市役所２階203会議室
◆相 談 員 弁護士・警察官・相談委員
◆相談内容 不当な金品要求、飲食店等に対す
る用心棒料等要求、債権取立、交通事故への
示談介入、ヤミ金融、架空請求、書籍の購読
要求、エセ右翼、エセ同和問題等でお困りの
方、暴力団組織からの組抜け、その他暴力団
問題に関する困りごとなど
◆問合せ先
宮城県暴力団追放推進センター ☎022-215-5050
宮城県警察本部暴力団対策課☎022-222-8930

2016自動車点検整備推進運動
強化月間 ９月～10月
しっかり、点検。生まれる、安心。点検・整
備は、安全とエコにつながります。
「自動車の点検・整備のこと、
詳しく分かります」
ホームページ⇒ 点検整備 で検索
◆問合せ先 宮城運輸支局・検査整備保安部門

☎022-235-2517
（
「２」
をプッシュ）

第３回普通救命講習Ⅰ(一般公募)
※受講料無料
開催のご案内


石巻広域消防本部警防課

◆講習日時 ９月25日(日)

午前９時30分～12時30分
◆講習場所 東松島市コミュニティセンター
（東松島市矢本字大溜１-１）

◆受講定員 30名 ※定員に達した時点で締切
◆受講年齢 中学生以上
◆申込方法 申請書は、最寄りの消防署、分署、
出張所に常備してあるほか、石巻
広域消防ホームページからもダウ
ンロードできます。９月５日（月）
〜15日
（ 木 ）に 最 寄 り の 消 防 署、
分署、出張所まで申し込み、受講
票の交付を受けてください。再講
習の方は、受講申込時と講習日に
修了証を要持参。
◆問合せ先 石巻広域消防本部警防課 ☎95-7433
女川消防署 
☎54-2119
HP http://isyoubou.jp/

離職者等再就職訓練
「訪問介護

サービス実践科」学生募集


募集

宮城県立石巻高等技術専門校

離職者等再就職訓練
「訪問介護サービス実践
科
（第２回）
」
の学生を募集しています。
◆訓練内容 介
 護職員初任者研修習得を目指し
た介護技術や関連知識、必要なパ
ソコン文書処理技能の習得
◆対 象 者
〇ジョブ・カードの交付者またはその予定者
〇ハローワークの受講指示、受講推薦または
支援指示を受けられる方
◆募集人数 15人
◆訓練場所 ＪＭＴＣ石巻教室
（石巻市蛇田字新下沼70-8）

◆訓練期間 10月14日
（金）
～平成29年２月13日
（月）
◆募集期間 10月３日
（月）
まで
（水）
石巻高等技術専門校
◆面接選考 10月５日
◆費
用 授業料は無料


◆問合せ先



※テキスト代として約14,000円

宮城県立石巻高等技術専門校

（石巻市門脇字青葉西27-1）

☎22-1719
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無料人権相談
◆日時…10月６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…役場町民課町民生活係
☎54-3131内線114

一日行政相談
◆日時…10月６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213

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。

9月9日(金)※２日まで要予約
9月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
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、
悩みや心配事がある方は、お気軽にご相談
ください。
※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。

◆予約・問合せ先
役場産業振興課商工労働係
☎54-3131内線245
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●お仕事をお探しのみなさんへ


「求人ニュース」を設置しています

町では、ハローワーク石巻で発行している石巻地域
の求人情報が掲載された紙面
「求人ニュース」を①役場
仮設庁舎１階女川小学校側玄関脇、②役場仮設庁舎２
階産業振興課前に設置しています。毎週、最新の求人
情報に更新しており、紙面はご自由にお持ち帰りいた
だくことができます。ぜひ、ご活用ください。
◆問合せ先


役場産業振興課商工労働係
☎54-3131内線245

●「障がい者就職面接会」を開催


ハローワーク石巻

ハローワーク石巻では、障がいのある方を対象とし
た就職面接会を開催します。
◆日
時 ９月16日
（金）
午後１時30分～３時30分
◆場
所 石巻グランドホテル（石巻市千石町２-10）
◆参加企業 約30社
（予定）
◆参加対象 ハ
 ローワークに求職登録している障がい
のある方

※参加を希望する方は、事前にハローワークへご連絡ください。

◆問合せ先


ハローワーク石巻専門援助部門
☎95-0158

●高齢者・障がい者の人権あんしん相談

高齢者や障がい者に対する暴行・虐待や家族間での
問題など、さまざまな人権問題について、開設時間を
延長して人権擁護委員が電話相談に応じます。相談は
無料で、予約は不要。秘密は厳守します。
≪開設時間≫
９月５日
（月）
～９日
（金） 午前８時30分～午後７時
９月10日
（土）
・11日
（日） 午前10時～午後５時
≪相談電話ダイヤル≫
☎0570-003-110（ナビダイヤル）
◆事前問合せ先

仙台法務局人権擁護部 ☎022-225-5743

●忘れていませんか？ 相続登記

 全国一斉！法務局休日相談所を開設します
◆日
◆場

◆内

時
所

10月２日
（日）
午前10時～午後３時
仙台法務局石巻支局

※宮城県内の法務局４ヶ所で同時開催

容 相
 続登記、土地の境界問題
（筆界特定）、
不動産・会社法人の登記申請、戸籍、供託、
人権に関する相談
◆そ の 他 相談は無料で、秘密は厳守されます。事
前の予約も可能です
（予約なしでも相談できますが、予
約の方を優先）
。法務局職員、公証人、人権擁護委員、
司法書士および土地家屋調査士が相談に応じます。
◆予約・問合せ先 仙台法務局石巻支局 ☎22-6188

町民課窓口から の お 知 ら せ

住民登録
●代理人選任届（委任状）の書き方について
住民票や戸籍を取得する際に、代理人に依頼する場合は代理人選任届
（委任状）が必要です。同届の
様式は窓口でも準備していますが、便箋等の用紙にご自身で作成していただくことも可能です。ただ
し、内容に不備があると受け付けできないこともありますので、
下記を参考に作成してください。

代理人選任届（委任状）
住
所 女川町女川浜字大原316番地 ※住民票の住所
氏
名 女 川 太 郎
※〇 の欄には
「世帯全員分の住民票の写し」
生年月日 昭和□□年□□月□□日
や
「戸籍抄本」など、必要な証明書の種類
上記の者に○○○○の申請受領の権限を委任します。
を記入。
※△ の欄には「免許の取得」や「勤務先へ提
使用目的は△△△△です。

代理人

出」など、目的や提出先を記入。

平成□□年□□月□□日
委任者 住
所 女川町女川浜字女川136番地 ※住民票の住所
氏
名 牡 鹿 花 子
㊞ ※シャチハタ不可
生年月日 大正□□年□□月□□日

【注意事項】 ○代理人選任届（委任状）は委任者本人が自署し、押印してください。
○戸籍の証明を請求する場合は「本籍・筆頭者」をご確認のうえ、ご請求ください。
○窓口にお越しの際は、代理人の身分証明書を忘れずに持参してください。



◆問合せ先

役場町民課住民登録係

☎54-3131内線120・121

国民年金保険料の納め忘れがある方へ
●過去５年分まで国民年金保険料が納められます！
「後納制度」とは
「後納制度」とは、時効により納めることができなかった国民年金保険料について、平成27年10月
から平成30年９月までの３年間に限り、過去５年分までさかのぼって納めることができる制度です。
この後納制度を利用することで、将来の年金額の増額や、納付期間の不足により年金を受給できな
かった方が年金受給資格を得られる場合があります。

「後納制度」をご利用できる方
①20歳以上60歳未満で、
５年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方
②60歳以上65歳未満で、
５年以内
（任意加入期間含む）
に納め忘れの期間や未加入期間がある方
③65歳以上で、
年金受給資格がなく、
任意加入をしている方など
※すでに、老齢基礎年金を受給している方は利用できません。


後納保険料額
過去３年度以前の後納保険料には、当時納付しなければならなかった保険料に加算額がつき、その
保険料額は毎年改定されます。

【平成28年度中に支払う場合の後納保険料額】
（月額）
平成23年度分

15,740円

平成25年度分

15,250円

平成24年度分

15,430円

平成26年度分

15,250円(加算なし)

後納制度を利用するには申し込みをする必要があります。申込書は、日本年金機構ホームページか
らも取得できます。
詳しくは、
下記までお問い合わせください。


◆問合せ先

国民年金保険料専用ダイヤル

☎0570-011-050
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国民健康保険
●国民健康保険被保険者証の更新について
現在使用している国民健康保険被保険者証の有効期限は、平成28年９月30日までとなっていま
す。10月から使用する新しい被保険者証を９月中に郵送しますので、これまでお使いだった保険証
を10月以降に役場町民課
（２番窓口）
へ返却してください。
※ご自分の責任において処分してもかまいませんが、その場合は悪用されることのないようご留意ください。


申請に必要なもの
職場の健康保険に加入したときや会社を辞めて社会保険の資格を喪失したときは、役場で国民健
康保険の手続きが必要となります。※国保の加入日や喪失日は、届出を行った日ではありません。
なお、国保の資格喪失届が遅れると、資格喪失後に国民健康保険証を使って受診した医療費の返
還手続きが発生したり、社会保険料と国保税を二重で支払うことになるため、お早目に手続きして
ください。
【届出に必要なもの】
〇職場の健康保険に加入する
（扶養者となる）
とき
国保の保険証、
職場の保険証、
印鑑、
マイナンバーの分かるもの
（通知カードや番号カード）
〇職場の健康保険を辞めて国保に加入するとき
職場の健康保険資格喪失証明書、
印鑑、
マイナンバーの分かるもの
（通知カードや番号カード）
※上記以外の国民健康保険手続きに必要な書類については、お問い合わせください。

▶就 学のため、親元を離れ住所を移している学生がいる場合は、特例により親元の国民健康保険に
加入することができますので、保険証・マイナンバーの分かるもの
（通知カードや番号カード）
・印
鑑・在学証明書を持参して、役場町民課に届出を行ってください。ただし、卒業等により学生でなく
なった場合は、
国民健康保険を喪失する手続きが必要となります
（保険証と印鑑を持参のこと）。
【お願い】
保険証等を郵送する時は、住民登録地あてにお送りします。現在、住民登録地と異なる場所にお住
まいの方は、お近くの郵便局で転送手続き
（転居届）を行ってください。なお、すでに転送手続きをし
た方であっても、
転送期間は届出から１年間となっていますので、
更新の手続きを行ってください。


◆問合せ先

☎54-3131内線118・119

●秋のクリーン作戦・消毒活
動の薬剤等配布について

●秋の全国交通安全
県民総ぐるみ運動について

震災前は例年９
月最終日曜日に「秋
のクリーン作戦」を
実施していました
が、今年の
「春のク
リーン作戦」と同様
に町内一斉の「秋の
クリーン作戦」は行
いません。
ただし、地区単位で自主的に実施する地域
清掃活動に伴うごみについては、事前に連絡
をいただければ役場町民課で回収します。
また、地区で実施する消毒活動についても、
消毒機械の貸し出し、薬剤の配布をこれまで
どおり行いますので、実施の際は役場町民課
まで事前にご連絡ください。



◆問合せ先
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町民課国保年金係

役場町民課環境係
☎54-3131内線114

９月21日
（水）
～30日
（金）

「守ろう交通ルール 高めよう交通マナー」
「交通ルール 守るあなたが 守られる」
交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づ
け、交通事故防止の徹底を図ることを目的と
して全国一斉に秋の交通安全運動が展開され
ます。悲惨な交通事故を起こさないよう、町
民一人ひとりが注意しましょう。
秋の交通安全運動では「子どもと高齢者の交
通事故防止」運動の基本とするほか、次のよう
な重点項目が定められました。
①夕 暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の
交通事故防止
②全ての座席のシートベルト・チャイルドシー
トの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶

保健センターからのお知らせ

保健だより

専門医へ早めの相談を！
「うつ」
のおはなし
現代はとてもストレスの多い時代です。人口当たりのうつ病の出現率は５％
前後だとも言われています。人は誰でも、失敗をしたり嫌なことがあったりす
ると気持ちが沈みますが、健康であれば２、３日もすれば元気を取り戻します。
しかし、いつまでも憂うつな気持ちが続き、何に対してもやる気が出なくなっ
てしまう場合があります。このような状態が２週間以上続く場合は、うつ状態
に陥っている可能性があります。
ここでは、そのようにならないための予防法をお伝えしましょう。

「うつ」
の予防に効果的なこと
●体を動かそう うつに大きく影響すると言われる脳内の
「セロトニン」が、運動不足になると減少
してしまいます。この「セロトニン」は日光を浴びることでも分泌が促されるため、運動できない
場合は日光浴をしましょう。
●気持ちを切り替えよう うつになりやすいのは、完璧主義や真面目すぎる方、一人で抱え込んで
しまう方だと言われています。当てはまるなと思う方は、
「頑張り過ぎない」
「
“失敗しても次があ
るさ”と思う」
「周りの人に話を聞いてもらう」
など、少し自分を甘やかしてあげましょう。
もし、気持ちが落ち込んで上記のことをしてみてもよくならない時には、早めに専門医または女
川町保健センター
（☎53-4990）
へ相談してみましょう。受診が早ければ早いほど、回復も早くなり
ます。また、専門医に相談することは決して恥ずかしいことではありませんので、早めの相談を心
がけましょう。

アルコール関連相談
のお知らせ
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
健康を壊すだけでなく、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。また、同日程で家族教室
も開催予定です。詳細はお問い合わせください。
※事前予約制です。

◆日
時 ９月16日、10月21日、11月18日、
12月16日 ※金曜日開催
９月16日は午前10時〜午後３時
その他は午前10時〜午後２時
◆相談担当 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
◆申込み・問合せ先
東部保健福祉事務所母子・障害班 ☎95-1431

大腸がん検診
◆日
程 ９月20日(火)・21日(水)・23日(金)
◆回収場所 検査キットに同封の通知でご確認くだ
さい。
◆検診内容 便潜血反応検査（採便）
◆料
金 ○40歳～64歳…400円
○65歳以上…無料

※平成28年度の各種検診申込書で申し込みされた方に検査
キットを配布します。申し込みしていない方も受診できま
すので、保健センターにキット発行の連絡をしてください。

胃がん（未検者）検診
40歳以上（平成29年3月31日が基準日）で、今年度
の胃がん検診を受けていない方が対象です。
◆日
程 ９月25日(日)
◆実施場所 女川町保健センター
◆検診内容 問診・バリウムでのレントゲン検査
◆料
金 ○40歳～64歳…1,500円
○65歳以上…無料
※胃がん検診を申し込みされていた方で4月に受けられなかっ
た方に受診票を配布します。申し込みしていない方も受診
できますので、保健センターに連絡してください。
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ビタミンCたっぷりレシピ

ビタミンCをたっぷり摂るレシピです。
ベーコンとかつおぶしで動物性タンパク
質を補います。チンゲン菜とあさつきは
カロテンも豊富で、ビタミンCと一緒に
粘膜を強化し、風邪の予防や美肌づくり
に働きます。抗酸化力も高いので免疫力
を強化します。

チンゲン菜のサラダ

サビない体づくり
始めよう！抗酸化生活
活性酸素による体のサ
ビつきを防ぐ
“抗酸化”を
ふだんの生活から心がけ
ることで肌の老化、がん
などの生活習慣病の予防
にもつながります。サビ
つきの原因となる生活習
慣を見直すことももちろんですが、抗酸化に
作用する栄養素をバランスよく摂取すること
も効果的です。
みなさん、サビない体づくりを始めてみま
せんか？

≪抗酸化に効果的な主な栄養素≫
●ビタミンE

活性酸素による細胞の酸化を防ぎます。
血液循環もスムーズにし、体内の代謝をよ
くする働きもあり、若返りビタミンとして
重要な栄養素です。
※多く含まれている食品…アーモンドなどのナッ
ツ類・かぼちゃ・植物油・ウナギ・アボガド等

■材料
（２人分）

チンゲン菜…２株
ベーコン…４枚
あさつき…２本
かつおぶし…適量
和風ドレッシング…適量

■作り方

①チンゲン菜は根を切り落としてよく洗
い、熱湯でさっと茹で、水にさらして絞
り、
２〜３㎝の長さに切る。
②ベーコンは細切りにし、フライパンでカ
リカリに焼く。
③あさつきは小口切りにする。
④ボウルにチンゲン菜、ベーコン、あさつ
きを入れてよく混ぜ、和風ドレッシング
で和える。
⑤器に盛って、かつおぶしをかけたらでき
あがり。

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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●ビタミンC

細胞を保護し、活性酸素の害を減らしま
す。また、酸化してしまったビタミンEの
抗酸化作用を再生させる働きもあります。
※多く含まれている食品…柑橘類・ピーマン（特に
赤や黄色）
・ブロッコリー・ほうれん草・チンゲ
ン菜・じゃがいも等

●亜鉛

亜鉛は活性酸素を抑える酵素の構成成分
で、抗酸化作用に役立ちます。また、肝臓
でアルコールを分解する際にも必要不可欠
な栄養素で、不足すると二日酔いになりや
すくなります。
※多く含まれている食品…牡蠣・牛肉・ウナギ・卵・
レバー等

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

東部児童相談所

センター

養育里親になりませんか？

里親とは、さまざまな理
由から親と一緒に暮らすこ
とができない子どもを、自
らの家庭に迎え入れ、温か
い雰囲気の中、愛情と真心
を持って育てていただける
方々のことを言います。実際に子どもを預かる期
間は数日から数年までさまざまで、児童養護施設
などに入所している子どもを夏休みや冬休みの間
の数日間だけ預かることもあります。
関心のある方は、東部児童相談所までお問い合
わせください。


◆問合せ先

東部児童相談所

☎95-1121

子育て応援サークルのお知らせ

ヨガレッスン&一緒にあそぼ
◆日

時

９月１日
（木）
・23日
（金）
午前10時30分～11時30分
◆場 所 女川町総合体育館２階 剣道場
◆持 ち物 飲み物・ヨガマット（ない方は無料貸
出し）、託児希望のお子さんの必要な物（オムツ
など）
◆レッスン料 １回500円
（託児無料）

※託児が必要な方は、参加日の１週間前までに要申込み。

◆講 師 ヨガインストラクター 坂本佳那先生
◆申込方法 メールの件名に「ヨガレッスン」
、本
文に①お名前②電話番号③託児希望のお子様の
名前・年齢を入力し、お申し込みください。
◆問合せ先 子育て応援サークル マザーズリング
担当：澤田 ☎090-6785-1827
メールアドレス：mothers_ring_onagawa@yahoo.co.jp

※ヨガ参加者以外の親子も、赤ちゃん用おもちゃやおまま
ごと、平均台など、たくさんの遊具がそろった幼児コー
ナー・小体育室を自由開放します（託児ではありません）。

地域福祉センター１階
☎24-9341
※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。

９月の行事予定
●十五夜の会
日
場
内
予

時
所
容
約

９月14日(水)午前10時30分～
女川町子育て支援センター
十五夜を楽しもう！
要／先着10組 ※持ち物なし

●子育て相談会
日
場
内

時 ９月20日(火)午前10時～
所 女川町子育て支援センター
容 保健師さんと栄養士さんによる
子育ての相談会です！お子さん
の身長と体重の測定も行います。
持ち物 母子手帳 ※予約不要

●３B体操
日
場
内

時
所
容

持ち物

９月30日(金)午前10時30分～
女川町子育て支援センター
からだを動かしてリフレッシュ！
講師：後藤幸子さん
タオル・飲み物 ※予約不要

≪９月の休館日のお知らせ≫
▶ １ 日（ 木 ）６ ヶ 月 児 育 児 教 室
▶ ８ 日（ 木 ）２ 歳 児 歯 科 健 診
▶ ９ 日（ 金 ）１ 歳 ６ ヶ 月 児 健 診

※ １ 日 は 午 後 １ 時 か ら 利 用 可 、 ８ ・ ９ 日 は 午
前11時 ま で 利 用 可。 健 診 が 終 了 次 第、 利
用できる場合がありますので、お問い合わ
せください。

▶▶▶ ９月は廃棄物不法投棄防止強化月間です
廃棄物の不法投棄は、私たちの清らかな生活環境の破壊につながり、法律でも禁止されていま
す。女川町では、宮城県などと協力し、不法投棄防止のための巡回パトロール等を実施していますが、
不法投棄はなかなか後を絶ちません。不法投棄は法律で禁止されており、違反した場合には懲役ま
たは罰金刑に処されることがあります。素晴らしい町の環境を子どもたちに残すため、不法投棄は、
「しない、させない、許さない」
という意識を持ち、不法投棄を根絶しましょう。


◆問合せ先

役場町民課環境係

☎54-3131内線114
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育
教 委 員会 部屋
きょういくいいんかいのへや

の

小中一貫校への提言

～女川中学校生徒会～

①建物や施設について

●体育館を２階建てにする…体育の授業をしやすくするため。部活動の活動場所確保。
●深さの違う２種類のプールを作る
…体育の授業をしやすくするため。小学校低学年でも安全に入れるようにするため。
●部室を作る…屋内・屋外にそれぞれ。物の管理をしやすくするため。
●広いランチルームを作る
…食事のためだけではなく、交流の場にするため。２つの学年が入れるくらいの大きさ。
●噴水のある池を作る…支援でいただいた鯉をいつまでも大事にするため。
●校舎の仕切りや段差を減らす
…バリアフリーのため。靴を脱いで入る教室も減らすと緊急時の避難もスムーズになる。
●人も乗れるエレベーターを作る…バリアフリーのため。

小中一貫教育あれこれ③

小中一貫教育を進めていくうえで、大切にしている資料があります。
平成26年度に、新しい小・中学校の在り方についての話し合いを行っ
ていた際、女川中学校生徒会から小中一貫校への提言をいただきました。
内容的に実現が難しいものもありますが、生徒の生の声ですので、小中一
貫教育の導入にあたり、今後も参考にしていきたいと思います。
今回は、そんな彼らの提言を紹介します。

②授業や活動について

●中学校の教科書の一部を６年生から使う
…数学・英語など難しい教科を早目に学習して、できるだけつまづきをなくすため。
●合同行事を多く行う…夏は全校水遊び、冬は全校雪合戦など、楽しく交流できる行事
を行う。もちろん、体育祭や文化祭は合同で行う。
●部活動は４年生から参加する…体力向上のため。学年を超えて交流するため。
●45分授業で１日７時間
…業間も20分間にして休み時間を統一すると、学年を超えて交流しやすくなる。

12

③その他

●児童生徒の上下関係をしっかりする…学校の規律を守るため。社会のマナーを学ぶため。
●集団登下校を実施する
…交流、安全のため。１年生に上級生がついた方が安心。地区別、移動手段別に行う。
●４年生までランドセル、５年生からは自由…安全のため必ず背負い式のもの。自由な
のは、状況に応じて自分で考えて選ぶ力をつけるため。
●学年ごとに９色のカラーを決める
…赤・青・緑・黄・紫・オレンジ・黄緑・水色・ピンク。学年の区別をつけるため。
●登下校の仕方をもっと自由にする…スクールバスの費用を減らす。徒歩、自転車、ＪＲ、
町民バスなどから安全で、効率がよいものを選ぶ。
これらの提言は、生徒会役員のみなさんが中心となって、一生懸命考えたものです。一つでも多く
実現できるよう、検討していきます。
◆問合せ先 女川町教育委員会 ☎54-3133
ＮＥＸＴ
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次回は、
「小中一貫教育総まとめ」
についてです。

消費生活情報館
●ＳＭＳ（スマホや携帯電話のショートメール）
を使った架空請求にご注意！
消費者庁からの情報によりますと、平成27年７月以降、ＳＭＳ（ショートメールサービス）
を使って有料動画の未払い料金名目で金銭を支払わせようとする株式会社Ｕ－ＮＥＸＴをか
たる事業者
（以下「偽ユーネクスト」）に関係した相談が寄せられているのでみなさんも十分に
注意してください。

勧誘の
手口

①偽ユーネクストは、
「有料コンテンツ利用料の未払いが生
じている。本日中に連絡がなければ法的措置に移行する」
などと記載したメールを、携帯電話に送ってきます。
②メールを見て偽ユーネクストに連絡すると、実際には未払
い料金などないのにもかかわらず、
「未払い料金を支払わ
なければ裁判を起こす」などと告げ、コンビニで大手通販
サイトのギフトカードを購入してそのカード番号を連絡
するよう求めます。
③偽ユーネクストは、ギフトカード番号を連絡した人に対し、
その後「別会社の有料動画でも未払い料金が生じている」
などとして、さらに支払いを求めます。

相談員のアドバイス
●詐欺的な行為を行う事業者が、実在する会社名をかたる場合があるので、話の内容などをよく確
認しましょう。
●「ただちに有料動画の未払い料金を支払わなければ、裁判を起こす」などと警告するメールを送
りつけ、実在する会社の名前をかたって未払い料金の名目でお金を支払わせる、いわゆる架空請
求は典型的な詐欺の手口です。こうしたメールに記載されている電話番号には絶対に電話しな
いようにしましょう。
●消費者に、大手通販サイトのギフトカード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す。事業者から要求されてもギフトカードを購入したり、カード番号
を教えたりすることは絶対にしないようにしましょう。
●このようなメールや電話での要求に不審な点があった場合、そ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＊
スマホ向けアプリが人気ですが、
「ながらスマホ」をしたり、危険な場所には立ち入らないなど、
お子さんがいる家庭ではもう一度ルールを話し合って、
大人がよい手本になれるといいですね。

★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245
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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

認知症の人とともに暮らす⑥

食事や入浴、服薬などの介護を拒否され、対応
に困ったことはありませんか？「着ていた服を隠
され、洗濯できない」といった経験をされたことがある方もい
らっしゃるかもしれません。

●このような場面で対応に困っ
たことはありませんか？
介護を
拒否する

福祉用具のご紹介

【安全に入浴するために③】

本人にとって嫌なこと、または不安なことに
なって、拒否が見られる場合もあります。

≪無理強いは逆効果です！≫

●まずは、体調を気遣いましょう。
●食事や入浴などの流れを見直し、本人が
「○○
したい」と思うシナリオを考えましょう。
●着替え拒否であれば、
「 脱ぐ」と言わず、
「 身体の
チェック」という言葉で伝えてみましょう。
●服薬の拒否であれば、粉状で食後に飲んでよい
薬なら、最後にヨーグルトなどに混ぜて飲みこ
んでもらうのもよいでしょう。

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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Ｑ．答えはいくつ？

Information インフォメーション

浴槽をまたぐのが不安な方には、浴
槽の縁に設置するバスボードの利用
が効果的です。バスボードにいったん
座ってから浴槽に足を入れることで、
浴槽の出入りを安全に行うことができ
ます。

バスボード

※取り外し可能

●脳トレにチャレンジ！

なな
たす
きゅう

●バスボード

▶介護保険サービスで購入すること
ができます。地域福祉センターに
展示もしていますので、ぜひご覧
ください。

●その他

介護保険サービスで、浴室内へ手す
りを取り付けることもできます。また、
介護認定をお持ちでない方でも、取り
付け費用を助成する制度があります。
取り付けする前に、ご相談ください。

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。
答え：７＋９＝16

女川町地域医療センターからのお知らせ
●イージー健診を受けてみませんか？
女川町地域医療センターでは、気になる項目のみをピンポイントで測定し、
時間もお金もかからない健康診断（イージー健診）を行っています。検査内容
は以下の項目を用意しています。気軽に健康チェックをしてみませんか？
検査内容

検査項目

料

金

①血糖

血糖、HbA1C

500円

②コレステロール

中性脂肪、HDL、LDL

500円

③肝機能

AST、ALT、γGTP

500円

④痛風

尿酸

500円

鉄、赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、
血小板数、白血球数

500円

尿蛋白、尿糖、尿潜血

500円

⑦リウマチ

RF

500円

⑧肝炎

HBs抗原、HCV抗体

1,000円

⑨前立腺

T-PSA

1,000円

⑩おすすめセット（①～④）

①～④の検査項目すべて

1,000円

⑤貧血
⑥尿

※ほかの健康診断とは異なり、検査のみの実施となります。医師の診断はありませんので、検査結果をご覧いただ
き、気になるところがあれば主治医にご相談いただくか、医療機関受診をおすすめします。

◆受付時間：平日 午前9時～11時30分（月～土）、午後1時30分～3時（月～金）
診療受付時間
（急患は24時間対応）
午前８：30～11：30
午後１：30～ ５：00

９月の

外来診療科・診療日

※心療内科・眼科は午後４：00まで
整形
外科

皮膚科

午前

午前

−

−

−

６日･20日

−

−

−

●

−

−

−

−

●

●

−

●

−

−

●

●

●

−

−

●

●

−

３日･17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４:00まで）

石巻バイパス
仮設住宅東側集会所
午前9：30～

7日
（水）

出島集会所
午後1：30～

14日( 水 )
28日( 水 )

江島診療所
午後1：30～

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

９月28日（水）午後２：00～

運動療法について

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：理学療法士 粟野龍馬
※今野先生の小児科の土曜診察日は９月３日、17日の予定ですが、 担当：看護師 阿部恵美子
栄養室 横田三夏
都合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。

■職員募集中！
看護師・介護福祉士・理学療法士・作業療法士
※職員採用の詳細については事務部までお問い合わせください。

予約制

■総合診療外来

９月の巡回診療

色川友梨

※動きやすい服装で、汗ふき用のタ
オルをご持参ください。

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）

７月９日～８月12日

施設名

測定値

一保所庭（0.5m）

0.07

四保所庭（0.5m）

0.07-0.08

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）

0.05

仮設役場前（１m）

0.06

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。
第四保育所前での計測

※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。

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。
７月１日～29日までの測定結果は、
下記のとおりでした。
◆検 体数・測定結果：15種類281検体、全
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
（検体全て測定下限値以下・不検出。）
ました。
◆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
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）
までお問い合わせください。

放射線に関する正しい知識を身に付けよう！

食品の基準値って世界共通なの？

食品の放射能濃度の基準値は世界共通のものなのでしょうか？
答えは．．．
「国によって違う」
です。
下の表を見ると、日本の基準値はほかの国と比べると、とても厳しい基準になっているのが分
かります。ただし
「食品による被ばく線量を年間何ミリシーベルトにしているか」
「食品の何％が
汚染されていると仮定するか」
によって、基準値は違ってくるため、単純に
「基準値が低いから安
全」
「基準値が高いから安全でない」
というわけではありません。
例えば、日本とEUを比べてみると、年間の被ばく線量はどちらも１ミリシーベルトですが、
汚染の割合は日本が50％で、EUが10％となっています。そのため、基準値に違いがあるのです。

各国
食品群
乳児用食品
放 射 性 牛
乳
セシウム
飲
料
水
（ベクレル/kg）
一 般 食 品
核種

食品基準値の考え方

日本
50
50
10
100
被ばく線量が年間1ミリシーベルト
以内になるように設定。一般食品は
50％、牛乳と乳児用食品は100％
が汚染されていると仮定して算出。

米国

EU

1,200

400
1,000
1,000
1,250

被ばく線量が年間5ミリシー 被ばく線量が年間1ミリシー
ベルト以内になるように設定。 ベルト以内になるように設定。
食品中の30％が汚染されてい 食品中の10％が汚染されてい
ると仮定して算出。
ると仮定して算出。
出典：
「原子力・エネルギー図面集2013」

お知らせ
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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。

● ● ● ● ●

ごみの収集

９月～10月

● ● ● ● ●

燃やせるごみの収集日は、次の地区ごとにカレンダーで色分けしています。

黄色の日

大沢・浦宿・旭が丘・針浜・上区・荒立・内山・桜ケ丘・向山・西区・小乗・高白・五部浦
女川・大原・日蕨・多目的運動場・野球場・大原北・清水・新田・宮ケ崎
石浜・北浦・出島・寺間・石巻市内の仮設住宅（石巻バイパス・蟹田・内田）

水色の日

・江島地区の燃やせるごみは、月曜日と金曜日に運搬します。
※缶類等の日に収集するものの種類

缶・乾電池・鍋・釜・やかんなどの金属類・びん・ペットボトル

※古紙類等の日に収集するものの種類

段ボール・新聞紙・雑誌・雑紙・プラスチック製容器包装・白色トレイ・発泡スチロール・紙パック・
布類・剪定枝・廃食油・燃やせないごみ
（セトモノ・ガラス・ポット・傘・蛍光管・電球・ラジカセなど）

事業系ごみは家庭ごみ集積所には出せません！

商店・オフィス・飲食店等の事業所から出る
「事業系ごみ」は、事業者自らの責任において適
正に処理することが法律および条例により義務づけられています。

日

月

９

火

木 金 土
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
資源ごみ・燃やせないごみ
缶類等の日 古紙類等の日

収集地区
大沢・浦宿・針浜
旭が丘・上
西 区・小

高

区
乗

白・五部浦

宮ケ崎・石 浜
石巻バイパス
蟹 田・内 田
女 川・大 原
日蕨・運動公園
清 水・新 田

北

水

月

浦

1・15 28

14・29 8・28 21
12・26 12・26 30

月

火

大沢・浦宿・針浜

高

区
乗

白・五部浦

宮ケ崎・石 浜
石巻バイパス
蟹 田・内 田
女 川・大 原
日蕨・運動公園
清 水・新 田

北

木

金

資源ごみ・燃やせないごみ
缶類等の日 古紙類等の日

収集地区

旭が丘・上
西 区・小

水

月

土
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

粗大
ごみ

9・23 2・16 14
6・20 13・27 7
5・19 5・19 9
7・21

日

10

浦

粗大
ごみ

11・25 4・18 12
7・21 14・28 5
3・17・31 3・17・31 7
6・20

5・19 26

13・27 12・26 19
10・24 10・24 28

※ 離島地区（出島・寺間・江島）の資源ごみ、燃やせないごみ、粗大ごみの運搬日は、区長さんを通じ改めてお知らせします。

納／税／だ／よ／り

9月30日に納期を迎えるもの
税 目 等
期 別

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

５ 期
３ 期
４ 期

10月31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
後期高齢者医療保険料
介護保険料

※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。

広報

おながわ

3 期
６ 期
４ 期
５ 期

９月号
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