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平成23年度 総合検診のお知らせ
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市では、皆さんの健康管理のために、下記日程で総合健診を実施いたし
ます。平成23年度の健診の申し込みは、すでに終了していますが、
申し込み
をしていない方で、対象となる健診を受けたい場合は、
お問合せください。
申し込みをされた方には、事前に受診票と日程表を配布します。
※船員保険・社会保険の被扶養者の方も、受診券を持参して、特定健診
を受けることができます。

63
活気のある元気な唐桑を

唐桑地域自治区長に

もとより浅学非才ではござい
ますが︑拝命いたしました以上
は︑この地域の皆さまのご期待
にお応えできるように一生懸
命︑研鑽を重ね︑その任を全うし
たいと思っています︒
何とぞ今後の２年間︑限られ
た任期ではございますが︑どう
かご指導︑ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます︒
さて︑震災復興は先の第 回
市議会において承認された﹁気
仙沼市震災復興計画﹂に基づい
て進められ︑また︑市総合計画も
見据えながら︑今後各種事業が
推進されることとなります︒
私 は 当 地 域 の 復 興 に と っ て︑
次の３点が重要になると思って
います︒
１点目は︑コミュニティの確
立を図ることです︒
仮設住宅のコミュニティづく
りはもちろんですが︑周りが被
害を受け孤立状態の世帯︑他地
域から移転してきた世帯など
に︑正確な情報を発信し︑サポー

千葉正光 氏就任

区長就任あいさつ

朝夕の冷え込みも厳しくなり
ましたが︑皆さまにはお健やか
にお過ごしのことと存じます︒
この 月１日より唐桑地域自
治区長を命じられ就任いたしま
したが︑本市では東日本大震災
により︑甚大な被害を受け︑現在
その復旧・復興に全力で取り組
んでいるところです︒
このような大事な時に大役を
仰せつかり職務の重大さを痛感
いたしております︒
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平成23年度
月日 曜日
11/10

木

11/11

金

11/14

月

11/15

火

11/16

水

11/17

木

11/18

金

午前
午後
夜間
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
午前
午後
夜間
午前
午後

総合健診日程表

受付時間
9:30〜11:00
1:30〜2:30
5:30〜7:00
9:30〜11:00
1:30〜2:15
9:30〜11:00
1:30〜2:15
9:30〜11:00
1:30〜2:15
9:30〜11:00
1:30〜2:15
9:30〜11:00
1:30〜2:15
5:30〜7:00
9:30〜11:00
1:30〜2:15

対象区
崎浜１・２
松圃１・２・３
全地区
中井１・２・３・４
２．
３
中１
〃２・３
鮪立１・２
〃３・４・５
宿１・２・３
舞根１・２
大沢１・２・３・４
舘１・２
全地区
只越１・２
石浜１・２・３

（唐桑地域）

会場
崎浜集会所
松圃集会所
中井公民館

中集会所
鮪立老人憩の家
唐桑第2体育室
舘老人憩の家
保健福祉センター
保健福祉センター

鮪立児童館１1月の行事予定

ト体制を強化する必要があると
思っています︒
２点目は︑被災された方々の
住居の確保です︒
本地域の皆さんは︑他の地域
より早く︑仮設住宅などに入居
することができましたが︑今後
は︑防災集団移転促進事業や災
害公営住宅整備事業による﹁自
宅確保﹂が大事だと思っていま
す︒
３点目は産業の再生・復興で
す︒
特に︑漁船漁業はもとより︑沿
岸・養殖漁業の再生を図ること
がこの唐桑地域を元気にする
﹁源﹂
だと思っています︒
この３つの事項を達成するた
めには︑行政の力だけではなく
地域住民の皆さんの協力がぜひ
必要となります︒
幸いにも︑当地域においては︑
昔から助け合いの精神が根付い
ており︑今回の震災でもその精
神を実感できたことと思いま
す︒
そういう意味において︑今後
の震災復興が一日でも早く完遂
し︑
﹁活気のある元気な唐桑﹂を
取り戻せるよう皆さまと共に考
え︑共に歩み︑誠心誠意がんばり
たいと考えています︒
最後に︑皆さまの忌憚のない
ご意見をお寄せいただきますこ
とをお願い申し上げ︑就任のあ
いさつといたします︒
月１日付けで職員の人事異動があ
りましたのでお知らせします︒
︵唐桑地域自治区関係分︶

唐桑総合支所〜本庁に異動
■ 企画部
◇企画政策課
課長 小川 良直
︵総務企画課︶
■ 保健福祉部
◇社会福祉事務所
所長 畠山 孝市
︵保健福祉課︶
主査 小山 隆晴
︵保健福祉課︶
■ 教育委員会事務部局
◇生涯学習課
課長 千葉 光広
︵市民生活課︶

本庁等〜唐桑総合支所に異動
次長 梶原 明徳
︵ガス課︶
■ 総務企画課
課長 村上 功紀
︵企画政策課︶
主幹兼係長 小山まゆみ
︵税務課︶
■ 市民生活課
課長 菅原 京子
︵生涯学習課︶
■ 保健福祉課
課長 小野寺 健︵唐桑教育センター︶
主査 伊藤 秀博
︵社会福祉事務所︶
■ 産業課
課長 鈴木
誠
︵水産課︶
技術主幹兼係長 佐々木 淳
︵観光課︶
■ 建設課
課長 今野 和幸
︵土木課︶
■ 唐桑教育センター
所長 梶原 達夫
︵支所建設課︶
主幹兼主任 穀田 耕一︵支所総務企画課︶
◇小原木公民館
館長 齋藤 敏弘
︵大島出張所︶

各部署の職員体制が変わりましてもよろ
しくお願いします︒

● 退職者
総合支所次長 千葉 正光
産業課長
荒澤
實
唐桑教育センター所長 畠山 拓男
産業課長補佐 梶原 栄壽
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気仙沼市教育委員会で「唐桑地域石碑調査報告
書」
を刊行し、
頒布（１冊６００円）
を行うことになりました。
本書は、唐桑地域に点在する石碑について「唐桑地
域石碑研究会」により調査されたものです。
※東日本大震災前に申し込みをいただいていた方について
も、申し訳ありませんが、再度申し込みをお願いします。

■配布並び問い合わせ先／
唐桑教育センター ☎３２−４５２９

中井公民館

■問い合わせ先／
気仙沼市保健福祉センター「燦さん館」
唐桑総合支所保健福祉課 ☎３２−4811

41

今後の歴史解明の一助に
唐桑地域石碑調査報告書の刊行

◆ いちごクラブ 「やきいもの会」
日 時：１１月２日（水）午前 10 時から午前 11 時まで
場 所：鮪立児童館
対 象：乳幼児親子

リアス牡蠣まつり唐桑代替イベント

「からくわ復興感謝祭」を開催
唐桑の海で育った栄養満点の牡蠣を味わい尽くす恒例の『リアス
牡蠣まつり唐桑』
も震災の影響で祭のメインである牡蠣の提供は難
しく、代わって全国からの支援への感謝と早期復興を願い、唐桑沖
でとれたメカジキや鮭を中心に刺身、
メカカレー、鮭のあら汁、
はらこ
飯など旬の味を堪能していただき、
メカや鮭のほか、地場産品の即
売、郷土芸能の披露等「自然の恵み・人と人との絆・生きていることに
感謝」する祭として「からくわ復興感謝祭」
を開催いたします。
感謝祭はみなさんが主役です。ぜひご来場ください。

●日 時／平成23年１１月２０日
（日）
午前９時３０分から午後２時まで
●会 場／唐桑小学校校庭
■問い合わせ先／
リアス牡蠣まつり唐桑実行委員会事務局
（唐桑半島ビジターセンター内 唐桑町観光協会）
☎３２−３０２９

◆ 母親クラブ 「桑茶石けん作り」
日 時：１１月１０日（木）午前 10 時から正午まで
場 所：鮪立児童館
対 象：一般の方々

◆ 映画鑑賞会
「借りぐらしのアリエッティー」
日 時：１１月２６日（土）午前 10 時から
場 所：鮪立児童館
どなたでも無料で鑑賞できます。

ハローワーク気仙沼では、お仕事を探している方々の職業相談及び紹介を以下の予定で実施します。

詳細・参加申込みは児童館までお願いします。

■問い合わせ先／鮪立児童館

（11月予定）

☎３２−３１８９

11月 総合支所管内行事カレンダー

● 会 場：唐桑総合支所 ２階 第２会議室
● 開催日：毎週水曜日
● 時 間：午前 10 時 30 分から午後３時まで

■ 問い合わせ先／ハローワーク気仙沼 ☎41−6720

※ 日程が変更される場合があります。

1日 火 防災集団移転に関する説明会（唐桑小学校）
2日 水 防災集団移転に関する説明会（小原木中学校）
鮪立児童館「やきいもの会」
金
宮城県議会議員選挙告示日
4日
6日 日 消防団員殉職者合同慰霊祭（南三陸町）
10日 木 人権相談・行政相談（総合支所）
鮪立児童館「母親クラブ」
13日 日 宮城県議会議員選挙投票日
20日 日 からくわ復興感謝祭（唐桑小学校校庭）
26日 土 鮪立児童館「映画鑑賞会」

気仙沼地方のみなさん
個々の労働者と事業主との間のトラブルの解決について
労働局がお手伝いします。
ご照会、
ご相談は下記の連絡先まで

▶ 気仙沼総合労働相談コーナー
（ハローワーク気仙沼内）
☎０９０−８７８４−５７２６
▶ 宮城労働局総合労働相談コーナー
☎０２２−２９９−８８３４

