
　市では、次の人権擁護
委員の皆さんが、相談に
応じています。秘密は固
く守られますので、お気
軽にご相談ください。

人権擁護委員の日人権擁護委員の日６月１日は

■ 問い合わせ先／
　・仙台法務局気仙沼支局　　  ☎ 22-6692
　　気仙沼人権擁護委員協議会  
　・市民相談室  ☎ 22-3411

【気仙沼地域】
　柏木　民子さん　　（河原田）
　堀籠　昭代さん　　（長磯原ノ沢）
　村上　晏孝さん　　（長崎）
　菅原　友子さん　　（西中才）
　千葉　章一さん　　（角地）
　佐藤　よし子さん　（松川）
　 山崎　昭さん           　（九条）

かしわ ぎ たみ こ

ほり ごめ あき よ

むら かみ やす たか

すが わら とも こ

ち ば しょういち

さ とう こ

【本吉地域】
　大槻　正利さん　　（本吉町津谷）
　佐藤　清一郎さん（本吉町野々下）
　 大江　祐子さん　　 （本吉町午王野沢）
　及川　たい子さん   （本吉町外尾）

おお つき まさ とし

さ とう いちせい ろう

【唐桑地域】
　吉田　惠吉さん    　（唐桑町堂角）
　馬場　康彦さん   　 （唐桑町馬場）
　 畠山　あつ子さん   （唐桑町小長根）

よし だ けい きち

ば ば やす ひこ

■６月１日（金） 午前 10 時から午後３時
　　市ワン・テン庁舎２階  和室
■６月 11日（月） 午前９時30分から11時30分
　　本吉保健福祉センター「いこい」
■６月 14日（木） 午前 10 時から正午
　　唐桑体育館事務室
■６月 20日（水） 午前 10 時から正午
　　市ワン・テン庁舎２階  交流室Ａ

特設人権相談を開設します特設人権相談を開設します
※相談は常設相談所（仙台法務局気仙沼支局）

での面談のほか、次の電話でも応じています
   （平日午前８時30分から午後５時15分まで）
●みんなの人権 110 番（全国共通）
　☎ 0570-003-110
●子どもの人権 110 番（全国共通・通話料無料）
　☎ 0120-007-110
●女性の人権ホットライン（全国共通）
    ☎ 0570-070-810
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■問い合わせ先／
　管理課 庶務係 ☎ 23-2560　舘山浄水場  ☎ 24-2111
　新月浄水場　  ☎ 23-9900　水質検査係  ☎ 23-6664

①浄水場・水質検査施設見学会①浄水場・水質検査施設見学会
　舘山浄水場、新月浄水場、水質検査施設
（水質検査体験可能）
※事前に各施設に申し込みください。
※団体などに限らせていただきます。

②水道水の水質診断  （受付場所：水質検査係）②水道水の水質診断  （受付場所：水質検査係）
　ご自宅の水道水の水質を知りたい方を対象
に、職員が訪問し水道水の水質診断を行います。
※先着 20 件、訪問日時は調整します。

④水道についてのパネル展示
　※１日（金）、４日（月）のみ
④水道についてのパネル展示
　※１日（金）、４日（月）のみ

配布場所：水道事務所、唐桑総合支所市民生
活課、本吉水道事務所、舘山浄水場、新月浄水場
※無くなり次第終了します。
※舘山、新月は団体などが対象です。　

③パッキン（節水用）の無料配布　（土日を除く）③パッキン（節水用）の無料配布　（土日を除く）

やま ざき　　  あきら

はたけやま　　　　　         こ

おお   え　　    ゆう  こ

おい かわ　　　　　         こ

水道週間水道週間
第 60 回第 60 回

　今年の水道週間は、「水道水　安全　おいしい　金メダル」をスローガンとして、水道水
の安全とおいしさについて考えていただく機会を多くの皆さんにもっていただけるよう、全
国で様々なイベントが開催されます。本市でも、水道水の安全性やおいしさを知っていただ
き安心してご利用いただくため、水道週間期間中に次の各種事業を実施します。
　また、期間中は、水道に関する様々な相談に応じる相談所も開設します。

※①～④すべて、午前９時から午後４時まで

場所：市ワン・テン庁舎２階
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山 内   信 幸さん
              〔本吉町中島 71歳〕

山 内   信 幸さん
              〔本吉町中島 71歳〕

熊 谷   静 雄さん
                〔茗荷沢 66歳〕

熊 谷   静 雄さん
                〔茗荷沢 66歳〕
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　昭和45年に市消防本部消防士に
就かれて以来、平成23年に本部通
信指令課長として退職されるまで
の41年余にわたり、住民の安心、
安全にご尽力されました。災害現
場でのご活躍のほか、救命救急士
としての自身の経験や知識をもと
に、職員の育成指導にも力を注が
れました。受章には「同僚、家族、
地域の皆さんなど多くの方の支え
のおかげです」と話されました。

　昭和45年に市消防本部消防士に
就かれて以来、平成23年に本部通
信指令課長として退職されるまで
の41年余にわたり、住民の安心、
安全にご尽力されました。災害現
場でのご活躍のほか、救命救急士
としての自身の経験や知識をもと
に、職員の育成指導にも力を注が
れました。受章には「同僚、家族、
地域の皆さんなど多くの方の支え
のおかげです」と話されました。

瑞宝双光章瑞宝双光章
〔消防功労〕〔消防功労〕

　昭和63年に市法人会の理事に
就任されて以来、平成29年に同
会会長を退かれるまで、28年余
にわたり、納税意識の高揚と申
告納税制度の普及に尽力されま
した。平成27年から28年までは
全国法人会総連合の評議委員も
務められました。受章には「業
界各方面や法人会会員、周囲の
皆さま、多くの方々の支えのお
かげです」と話されました。

　昭和63年に市法人会の理事に
就任されて以来、平成29年に同
会会長を退かれるまで、28年余
にわたり、納税意識の高揚と申
告納税制度の普及に尽力されま
した。平成27年から28年までは
全国法人会総連合の評議委員も
務められました。受章には「業
界各方面や法人会会員、周囲の
皆さま、多くの方々の支えのお
かげです」と話されました。

　昭和40年に宮城県警に採用さ
れて以来、平成19年に退職され
るまでの42年余にわたり、地域
の治安維持に尽力されました。
交通部門や地域部門での勤務が
長く、事故の撲滅、安心安全な
地域のために力を注がれてきま
した。受章には「住民の皆さん
や同僚、お世話になった人たち
の協力のおかげ。家族にも感謝
です」と話されました。

　昭和40年に宮城県警に採用さ
れて以来、平成19年に退職され
るまでの42年余にわたり、地域
の治安維持に尽力されました。
交通部門や地域部門での勤務が
長く、事故の撲滅、安心安全な
地域のために力を注がれてきま
した。受章には「住民の皆さん
や同僚、お世話になった人たち
の協力のおかげ。家族にも感謝
です」と話されました。

旭日双光章旭日双光章
〔納税功労〕〔納税功労〕

やま  うち    　のぶ   ゆきやま  うち    　のぶ   ゆき

足 利  健一郎さん
              〔魚市場前 75歳〕

足 利  健一郎さん
              〔魚市場前 75歳〕
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瑞宝双光章瑞宝双光章
〔警察功労〕〔警察功労〕

危険業務従事者叙勲

出典：内閣府ＨＰより

　このほど、平成 30 年の春の叙勲、春の褒章が発表されました。本市からは、旭日双光
章が１人、瑞宝双光章が２人の合計３人が受章しました。
　受章した皆さんをご紹介します。

３人の方々が叙勲の栄誉３人の方々が叙勲の栄誉
平成30年 春の叙勲平成 30年 春の叙勲

　－叙勲・褒章とは－ 
　国家または公共に対して功労のある方に勲章を授与する
ことを叙勲、社会の各分野における優れた行いや業績のあ
る方に褒賞の記章を授与することを褒章といい、毎年、春
と秋に授与されます。 旭日双光章 瑞宝双光章

危険業務従事者叙勲
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　市では、次の人権擁護
委員の皆さんが、相談に
応じています。秘密は固
く守られますので、お気
軽にご相談ください。

人権擁護委員の日人権擁護委員の日６月１日は

■ 問い合わせ先／
　・仙台法務局気仙沼支局　　  ☎ 22-6692
　　気仙沼人権擁護委員協議会  
　・市民相談室  ☎ 22-3411

【気仙沼地域】
　柏木　民子さん　　（河原田）
　堀籠　昭代さん　　（長磯原ノ沢）
　村上　晏孝さん　　（長崎）
　菅原　友子さん　　（西中才）
　千葉　章一さん　　（角地）
　佐藤　よし子さん　（松川）
　 山崎　昭さん           　（九条）
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【本吉地域】
　大槻　正利さん　　（本吉町津谷）
　佐藤　清一郎さん（本吉町野々下）
　 大江　祐子さん　　 （本吉町午王野沢）
　及川　たい子さん   （本吉町外尾）

おお つき まさ とし
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【唐桑地域】
　吉田　惠吉さん    　（唐桑町堂角）
　馬場　康彦さん   　 （唐桑町馬場）
　 畠山　あつ子さん   （唐桑町小長根）

よし だ けい きち

ば ば やす ひこ

■６月１日（金） 午前 10 時から午後３時
　　市ワン・テン庁舎２階  和室
■６月 11日（月） 午前９時30分から11時30分
　　本吉保健福祉センター「いこい」
■６月 14日（木） 午前 10 時から正午
　　唐桑体育館事務室
■６月 20日（水） 午前 10 時から正午
　　市ワン・テン庁舎２階  交流室Ａ

特設人権相談を開設します特設人権相談を開設します
※相談は常設相談所（仙台法務局気仙沼支局）

での面談のほか、次の電話でも応じています
   （平日午前８時30分から午後５時15分まで）
●みんなの人権 110 番（全国共通）
　☎ 0570-003-110
●子どもの人権 110 番（全国共通・通話料無料）
　☎ 0120-007-110
●女性の人権ホットライン（全国共通）
    ☎ 0570-070-810
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■問い合わせ先／
　管理課 庶務係 ☎ 23-2560　舘山浄水場  ☎ 24-2111
　新月浄水場　  ☎ 23-9900　水質検査係  ☎ 23-6664

①浄水場・水質検査施設見学会①浄水場・水質検査施設見学会
　舘山浄水場、新月浄水場、水質検査施設
（水質検査体験可能）
※事前に各施設に申し込みください。
※団体などに限らせていただきます。

②水道水の水質診断  （受付場所：水質検査係）②水道水の水質診断  （受付場所：水質検査係）
　ご自宅の水道水の水質を知りたい方を対象
に、職員が訪問し水道水の水質診断を行います。
※先着 20 件、訪問日時は調整します。

④水道についてのパネル展示
　※１日（金）、４日（月）のみ
④水道についてのパネル展示
　※１日（金）、４日（月）のみ

配布場所：水道事務所、唐桑総合支所市民生
活課、本吉水道事務所、舘山浄水場、新月浄水場
※無くなり次第終了します。
※舘山、新月は団体などが対象です。　

③パッキン（節水用）の無料配布　（土日を除く）③パッキン（節水用）の無料配布　（土日を除く）
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第 60 回第 60 回

　今年の水道週間は、「水道水　安全　おいしい　金メダル」をスローガンとして、水道水
の安全とおいしさについて考えていただく機会を多くの皆さんにもっていただけるよう、全
国で様々なイベントが開催されます。本市でも、水道水の安全性やおいしさを知っていただ
き安心してご利用いただくため、水道週間期間中に次の各種事業を実施します。
　また、期間中は、水道に関する様々な相談に応じる相談所も開設します。

※①～④すべて、午前９時から午後４時まで

場所：市ワン・テン庁舎２階
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