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鮪立児童

◆ いちごクラブ（乳幼児親子対象）

129
kr-somu@kesennuma.miyagi.jp

職員人事異動
【唐桑総合支所内での異動】
◇産業課・建設課 課長
今野 和幸（産業課長）
◇市民生活課 課長 猪股 一信
（総務企画課課長補佐兼地域づくり推進係長）
◇総務企画課 課長補佐兼地域づくり推進係長
穀田 耕一（中井公民館主幹兼主任）
◇唐桑公民館 主幹
伊藤 秀博（保健福祉課主幹）
◇産業課 主幹兼産業係長
小松
和（唐桑公民館主幹）
◇中井公民館 主事
梶原
光（総務企画課主事）
【本庁等から唐桑総合支所に異動】
◇総合支所 支所長
村上功紀（ガス水道部 部長）
◇保健福祉課 課長
熊谷 美和子
（社会福祉課課長補佐兼社会福祉係長）
◇総務企画課 主幹
齋藤 沙月
（建築住宅課主幹）
◇総務企画課 主事
三浦 加奈（保険課主事）
◇建設課 課長補佐兼建設係長
菊田
博
（震災復興・企画課主幹兼統計係長）
◇市民生活課 課長補佐兼環境衛生係長
小山 克志
（下水道課課長補佐兼下水道推進係長）
◇保健福祉課 主幹
齋藤 雅之
（本吉総合支所総務企画課主幹）

５月生まれのお友達をみんなでお祝いしましょう (^o^)♪

現地集合・現地解散です。
青空の下で思いっきり遊びましょう！！
※飲み物は各自持ってきてね。
※詳しくは児童館にお問い合わせください。
※雨天中止

◆ レモンクラブ（学童対象）

プラバンをつくろう！！
日 時：５月27日（土）10時から正午まで

小学生のみなさん、ぜひ遊びに来てくださいね！

交通事故のない安全なまちに

◆ ＹＹサークル（母親クラブ対象）

簡単・親子クッキング♪
日 時：５月11日（木）10時30分から正午まで
講 師：鈴木 理紗さん 参加費：無料

春の交通安全運動
月６日から
日まで︑春の交
通安全市民総ぐる
み運動が実施され
ました︒
唐桑地域では︑初
日の６日︵木︶に︑か
らくわ夕市広場で
出動式が行われ︑市
交通指導隊︑地区交
通安全協会︑気仙沼
警察署︑市立小中学
校などから約 人
が参加し︑式終了後
には︑ドライバーに
チラシを配布し︑安
全運転を呼びかけ
ました︒

■問い合わせ先／ガス水道部管理課
☎２３−２５６０

①５月生まれの誕生会
日 時：５月18日（木）10時30分から正午まで
参加費：子どもひとり 100円

②おでかけ児童館 あそびの広場へ行こう！
日 時：５月25日（木）10時30分から正午まで
場 所：あそびの広場（ビジターセンター隣）

唐桑地域における
節水協力の
終了について
唐桑地域の水源水位低下に伴い，２月１８
日からご協力をお願いしておりました節水
につきましては，４月１７日から１８日にか
けてのまとまった降雨により水源の水位が
回復しましたので，４月１８日付けをもって
節水の呼びかけを終了いたしました。
唐桑地域の皆様には大変ご迷惑をおかけ
いたしましたが，この間の節水へのご理解と
ご協力に対しまして厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。

予定
行事予定
月の行事
5 月の
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4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。
（唐桑総合支所関係分）

◇保健福祉課 主幹
鈴木 仁美
（高齢介護課主査）
◇図書館唐桑分館 主幹
村田 潤子
（本吉総合支所総務企画課主査）
◇鮪立児童館 児童厚生員
星野 郁子
（松岩保育所保育士）
◇唐桑幼稚園 教諭
水野 真由美
（津谷幼稚園教諭）
◇松圃幼稚園 教諭
山内 美和
（大谷幼稚園教諭）
◇中井小学校 主任調理員
菅原 政秀
（気仙沼共同調理場主任調理員）
◇唐桑中学校 主任調理員
菅原 裕子
（松岩共同調理場主任調理員）
◇唐桑中学校 主任調理員
佐藤
健
（本吉共同調理場主任調理員）
◇小原木共同調理場 主任調理員
藤田 正一
（気仙沼共同調理場主任調理員）
◇小原木共同調理場 主任調理員
小野寺 将隆
（気仙沼共同調理場主任調理員）
【唐桑総合支所から本庁等に異動】
◇選挙管理委員会事務局 事務局長
千葉 義夫
（唐桑・中井・小原木公民館長）
◇中央公民館副館長兼主任
齋藤 典子
（図書館唐桑分館副館長）

◇市民生活部環境課 課長補佐兼環境衛生係長
佐藤 悦郎
（産業課主幹兼産業係長）
◇ガス水道部管理課 課長補佐兼経理資材係長
菅原
洋
（市民生活課主幹兼環境衛生係長）
◇震災復興・企画課情報化推進室
主幹兼情報システム係長
鈴木 登志夫（建設課主幹兼建設係長）
◇総務部税務課 主査
長内 由貴枝
（総務企画課主査）
◇市民生活部保険課 主事
安藤 若早
（市民生活課主事）
◇赤岩児童館 児童厚生員
堀江 久美子（鮪立児童館児童厚生員）
【退職】
◇総合支所 支所長 伊藤 信也
◇建設課 課長
梶原
茂
◇市民生活課 課長 星
文子
◇保健福祉課 課長 齋藤 千春
◇松圃幼稚園 主任教諭 伊藤 陽子
◇唐桑幼稚園 教諭 鈴木えみ子
◇唐桑中学校 主任調理員 小山とよ子
【再任用】
◇唐桑公民館・中井公民館 館長
伊藤 信也
◇小原木公民館 館長 梶原
茂
◇市民生活課 市民生活係 専門員
藤野 克志

どなたでも参加できます。簡単クッキングを楽しみましょう！
申し込みが必要ですので、児童館までご連絡ください。

■問い合わせ先／鮪立児童館

☎３２−３１８９

唐桑 コミュニティ図書館
5月行事予定

◎おはなしたまてばこ【おりがみ】
日
対
定
内

時：5 月 10 日（水）午後３時から４時
象：幼児〜小学校低学年
員：先着 10 人
容：「バラ」を折ります。
時間内いつでも参加できますが、材料が
なくなり次第終了します。

◎趣味の部屋

日 時：5 月 18 日（木）午前 9 時から正午
対 象：一般
内 容：多目的室を手芸工作をするための部屋と
容：
して、場所の提供をします。

【5月の開館日】
●開館時間：平日は午前９時から午後７時
土日は午前９時から午後５時
●休 館 日：毎週月曜日、３日(水・祝)、４日（木・祝）
５日（金・祝）、25日(木)
■問い合わせ先／唐桑コミュニティ図書館

☎２５−７８４５

5月 総合支所管内行事カレンダー
※ 日程が変更される場合があります。

５日 金 みんなで遊ぼうよ！
唐桑半島ビジターセンター「春まつり」
（午前１０時から）
11日 木 定例人権相談・行政相談
（総合支所 午前１０時から正午）
20日 土 唐桑小学校運動会（午前８時45分から）
20日 土 小原木小学校運動会（午前８時３０分から）
21日 日 中井小学校運動会（午前８時３０分から）

保健福祉課からお知らせ
●子育て相談
（事前の申込みは不要です。
）

就学前のお子さんとその保護者を対象とした子育て
相談を実施します。お友達も誘って皆さんでおいでく
ださい。
日 時／５月 9 日
（火）
午前９時 30 分から 10 時 30 分
（受付時間）
場 所／唐桑保健福祉センター
「燦さん館」
内 容／子育て相談、希望者のみ個別相談と身体計測

●胃がん検診について
（唐桑地域）

本年度の胃がん検診を下記の日程で実施します。実
施期間内に受診できない場合は、６月・７月・９月・
10 月に気仙沼地域で実施する検診を受診してくださ
い。なお、事前に申込まなかった方は、当日検診会場
で申込みできます。
対象年齢／
35 歳以上（昭和 58 年４月１日以前生まれ）
受付時間／午前７時 15 分から９時 30 分

日

程

5月16日（火）
5月17日（水）

検 診 会 場

対象地区

中井公民館

中井１・２、

崎浜集会所

崎浜１・２，松圃１・２・３

中井公民館

中井３・４、

鮪立老人憩の家

鮪立１・２

中集会所
5月18日（木） 鮪立老人憩の家

中２
鮪立３・４・５

舘老人憩の家

舘１・２

中集会所

中１・３

5月19日（金） 唐桑体育館第二体育室 舞根１・２、
宿３
舘老人憩の家

大沢１・２・３・４

唐桑体育館第二体育室 宿１・２
5月20日（土） 保健福祉センター
石浜１・２・３、只越１・２
「燦さん館」

■問い合わせ先／保健福祉課

☎32−4811

忘 れ ず に お 願いします
◆ ５月は次の税金が納期となります。

5月31日（水）が納期限ですので、口座振替
の方は残高の確認をお願いします。

●国民健康保険税（第 2 期）
●介護保険料（第 2 期）
●後期高齢者医療保険料（随期）
●固定資産税（第 1 期）
●軽自動車税
■問い合わせ先／総務企画課

☎32−4520

