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■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

　さまざまなバンドが野外ライブを盛り
上げます。屋台もありますので、皆さん
楽しんでください。
葛日時／8月25日（日）10：00～17：00
葛場所／柴田町「太陽の村」（雨天でも開催）
○当日は、シャトルバスも運行します。
毅運行時間／9：30から（30分～1時
間ごと随時運行予定）
毅運行経路／船岡駅前～居酒屋「友」
～柴田町「太陽の村」

■申 ■問  太陽・自然・人・inしばた実行委
員会（舟山）

　8月13日（火）、
スロープカーの運
行を午後10時まで
延長します。山頂
から柴田町の夜景
と大河原町の夜景（花火）をお楽しみく
ださい。山頂では、ビール、ジュースな
どの飲み物や、おつまみ、お菓子なども
販売します。
※雨天の場合、14日（水）に延期となります。

■問  （一社）柴田町観光物産協会
　緯56-3970

　お知らせ版7/1、7/15日号に掲載しま
した「議会懇談会を開催します」の記事
中、一部の会場において日程および時刻
に変更がありました。下記のとおり変更
となりますのでお知らせします。

※その他の会場については変更ありません。
■問  議会事務局　緯55-2136

第13回バンドフェスタ
inしばた

変更後変更前
日時／8月4日㈰
時間／
14:00～16:00
場所／西住公民館

日時／8月3日㈯
時間／
19:00～21:00
場所／西住公民館
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※各直売所で開催日時が異なりますので、ご注意ください。

■問  柴田町地産地消推進協議会事務局　（ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部）　緯56-1212

　消費者が生産者と「顔が見え、話のできる」関係で、地域
で採れた農産物を購入し消費する地産地消への取り組みを推
進している「柴田町地産地消推進協議会」では、加盟する町
内５カ所の直売所で、柴田の菊を直売する「盆菊まつり」を
開催します。
　各直売所では、菊の直売のほかに、お楽しみ抽選会やさま
ざまなイベントが行われます。
この機会にぜひ足を運んでく
ださい。
　なお、当日販売される菊の
数には限りがあるため、予約
も受け付けています。各直売
所へお問い合わせください。
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『公園整備・管理』および『歴史観光ガイド育成』
ワークショップ参加者募集

　柴田町デマンド型乗合タクシー「はなみちゃんＧＯ」は、平成24年8月から運行を
開始して1周年となります。
　そこで、これまでの利用への感謝と、これからの一層の利用促進、町内の活性化を
目的に「はなみちゃんＧＯ」の“運行1周年記念キャンペーン”を行います。
☆運行1周年記念キャンペーン内容
　キャンペーン期間中（平成25年8月1日（木）～平成25年8月30日（金））、「はな
みちゃんＧＯ」に乗車した回数によって、柴田スタンプ会の商品券をプレゼントいた
します。
毅期間中 5回以上乗車した方全員　　0,500円の商品券
毅期間中10回以上乗車した方全員　　1,000円の商品券
毅期間中20回以上乗車した方全員　　2,000円の商品券

葛プレゼント方法／該当者には、9月中に商品券を郵送します。

■問  はなみちゃんGO予約センター　緯55-3001

　楽しいアニメ映画を、迫力のある大型
スクリーンで上映します。親子、お友達
同士でのご来場をお待ちしています。
葛日時／8月7日（水）13：30から
※時間内出入り自由
葛場所／船岡生涯学習センター　ホール
葛対象／幼児、小学生（幼児は保護者同伴）
葛参加費／無料
葛上映作品／ムーミン谷の彗星、ひとり
のときがあぶない、七夕ものがたり
（日本むかしばなし）

■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520

企画展  没後60年  小室達展  開催中！
～伊達政宗公騎馬像をつくった男～
　今年、没後60年を迎えた故小室達氏
の代表作「伊達政宗公騎馬像」の製作の
様子や、白石高校校章の木彫などを展
示紹介します。
葛展示期限／11月24日（日）まで

葛日時／8月17日（土）9:30～11:00
葛場所／ふるさと文化伝承館体験学習室
葛内容／トンボ玉を3個作り、うち1個
をキーホルダーに仕上げます。

葛参加費／400円　
葛対象／小学校4年生以上
葛協力／柴田町トンボ玉愛好会

　新潮文庫山本周五郎作「樅ノ木は残っ
た」を参加者で読み、講師が解説します。
葛日時／8月9日（金）14：00～16：00
　（以降毎月第2金曜日開催）
葛会場／ふるさと文化伝承館2階多目
的ホール

葛講師／日下龍生氏　葛参加費／無料
葛持ち物／新潮文庫山本周五郎作「樅ノ
木は残った」上巻

葛日時／9月7日（土）10:00～12:00
葛場所／ふるさと文化伝承館和室
葛内容／お菓子を抹茶でいただきます。
親子での参加、大歓迎。気軽にお茶点て
の体験に挑戦してみませんか。
葛参加費／300円
葛協力／しばた茶会運営委員会

　新たな公園の整備や町の歴史観光ガイドを育成するために、ワークショップ形式の
活動に参加してくださる町民の方を募集します。
葛内容・対象・募集人数／

※応募者多数の場合には抽選となります。
葛活動期間／10月～平成26年3月（予定）　葛申込期間／8月5日（月）～16日（金）

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121

　ギャラリー展示案内　
○はなみちゃん作品展
　はなみちゃんを題材にした作品を、たくさんの方々に作っていただきました。
さまざまなはなみちゃんが一堂に会した展示会です。どうぞお見逃しなく！
葛展示期限／8月18日（日）15：00まで

　サロン口笛コンサートのご案内　
　船迫生涯学習センターを練習の拠点に活動しているファルセットの皆さんによ
る演奏です。口笛の素敵な音色を聴いてみませんか？
葛日時／8月11日（日）13：30～14：00　※申込不要

　囲碁将棋教室　
　囲碁・将棋に興味のある方、一緒に楽しみませんか。初心者の方も大歓迎です。
葛日程／8月1日（木）、17日（土）10：00～17：00（時間内の出入り自由）
葛参加費／無料　※申込不要　※小学生は保護者付き添い

■推進センター8月の休館日／毎週月曜日
■開館時間／10：00～18：00
■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内）
　緯86-3631　思86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

歴史観光ガイド育成ワークショップ公園整備・管理ワークショップ
町の歴史や文化を学び、魅力ある観光の
まちづくりを一緒に考えます。

船岡新栄6丁目に、皆さんの声を形にした
新しい公園を整備するために活動します。内　　容

歴史や観光に興味のある方公園整備や利用に興味のある方対　　象
10人20人募集人数

夏休み子ども映画会

8月のトンボ玉体験会

リレー朗読会
「樅ノ木は残った」を読む

菓子と茶「いっぷくどうぞ」
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葛対象／○結核検診：65歳以上の方（肺がん検診も兼ねて受
けられます。）　○肺がん検診：40歳以上の方（65歳以上の
方は結核検診も兼ねて受けられます。）
 注意 職場や医療機関で受けた方、受ける予定の方、治療中の
方などは対象外です。

葛検診内容／胸部レントゲン間接撮影
葛自己負担料／
①65歳以上の方 無料
②40～64歳の柴田町国民健康保険加入者 200円　
③上記以外の方 400円

　次の検診および健康診査の受診票を各行政区の健康推進員が配布します。郵送でお届けする町国民健康保険特定健康診査、後期
高齢者健康診査とは別に配布します。届いた受診票は受診当日まで紛失しないようにご注意ください。
　8月12日（月）までに受診票が届かなかった場合はご連絡ください。
　申し込まれていない方で受診をご希望の方は9月25日（水）までお申し込みください。年齢は平成26年3月31日現在です。

葛対象／50歳以上で多量に喫煙されている方または40歳以
上で最近6か月以内に血の混ざっているたんのあった方
葛検診内容／容器にたん（のどの粘膜）を3日間続けて採り、
がん細胞の有無を検査します。容器は健康推進課、保健セ
ンター、槻木事務所のいずれかにご提出ください。

※結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）受診時に受け付けます。事前の
お申し込みは不要です。
葛自己負担料／
①75歳以上の方および柴田町国民健康保険加入者400円
②上記以外の方800円

～結果通知は約1か月半後に郵送します～
　結果通知は、受診者全員に受診してから約1か月半後に郵送します。結果通知は、受けた検診の種類や受診日などによって届く
日が異なります。
　なお、結核・肺がん検診で、かくたん検査を受けた方は細胞診検査があるため、レントゲン検査のみの方よりも結果通知を送付
するまでに時間を要する場合があります。大事な結果通知ですので、紛失しないように大切に保管してください。

～結核・肺がん検診の精密検査は必ず受けてください～
　町の検診を受けた結果、精密検査が必要と認められた方は、必ず精密検査を受けてください。通知に記載された場所以外で精密
検査を受ける場合は、医師にお渡しいただく書類を送付しますので、受診する前に必ずご連絡ください。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

葛対象／①40歳の方（対象者全員に受診票を送付しますが、
職場などで受けたことがある方または受ける方は対象外で
す。）　②41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたこ
とがない方で受診を希望される方（電話での申し込みが必
要です。）

葛検診内容／問診、採血検査（Ｂ型：ＨＢｓ抗原検査、Ｃ型：
ＨＣＶ抗体検査）
葛自己負担料／
　①40歳の方 無料　
　②41歳以上で受診を希望される方700円

葛対象／40歳以上で、次のいずれかの条件に該当する方（電
話での申し込みが必要です。）
　①健康保険証の資格取得年月日が平成25年4月2日以降の
方　②生活保護受給者　
 注意 職場などで健診を受けた方または受ける予定の方は対
象外となります。
　　平成25年4月1日から健康保険証が変わっていない方は、
特定健康診査または後期高齢者健康診査の対象となるため、
　基本健康診査の対象外です。

葛健診内容／①基本的な健診の項目：診察、計測（身体、血
圧、腹囲）、検査（脂質、肝機能、ヘモグロビンＡ1ｃ、尿、
腎機能）
　②詳細な健診項目（医師が必要と認めた方）：検査（貧血、
心電図、眼底）。詳細な健診の項目は、前年度の健診結果な
どを踏まえて医師が判断し実施します。前年度の健診結果
通知書をお持ちの方は当日お持ちください。
　③その他の健診項目：検査（血清クレアチニン、尿酸）
葛自己負担料／1,700円

【結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）】

【肺がん検診（かくたん細胞診検査）】

【肝炎ウイルス検診】

【基本健康診査】
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　対象者には8月上旬までに、受診券を
郵送します。受診券に必要事項を記入し、
国民健康保険証を持参のうえ指定日時に
受診してください。
●特定健康診査
葛対象／平成25年4月1日から継続して
柴田町国民健康保険に加入している
65歳～74歳の方（年齢は平成26年3月
31日現在）、平成25年10月1日以降
に75歳の誕生日を迎える方
葛自己負担料／1,400円
●後期高齢者健康診査
葛対象／75歳以上（一定の障害がある方
は65歳以上）の方、平成25年9月30
日までに75歳の誕生日を迎える方（年
齢は平成26年3月31日現在）
葛自己負担料／無料

　

■問  健康推進課　緯55-2114

　今年度の健診結果はいかがでしたか。
「こんな結果が届いたけど、どうしたら
いいの？」「5年後、10年後の自分の健康
を守りたい！」そんな方はお申し込みの
上、ぜひご参加ください。町の栄養士・
保健師が個別で相談に応じます。
葛開催日／8月22日（木）
葛受付時間／①9：30　②10：30
　③13：15　④14：15　⑤15：15
　相談時間は、一人あたり45分程度です。お
申し込みの際、希望の時間をお話しください。
葛会場／保健センター1階
葛対象／平成25年度青年期・特定健康診
査を受けた19歳から64歳の方（社会
保険被扶養の方も含む）
葛持ち物／①特定健康診査結果通知表
　②筆記用具　③眼鏡（必要な方）
葛申込期限／8月15日（木）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

社会保険、共済組合、健保組合などの被
扶養者（40歳から74歳）で、受診券が
発行されている方
　受診券と健康保険証を持参し指定の
日に受診ください。被用者保険により
自己負担料や受診方法が違うため、町
の会場で受診できない場合もあります。
詳しくは、保険証を発行している医療
保険者にお問い合わせください。

 お願いとお知らせ
①会場の駐車場は大変混雑します。混雑を避けるため、近所の方やお知り合いの方と
乗り合いなどで来られるようご協力をお願いします。
②受け付け開始直後は大変混み合いますので、なるべく時間帯をずらして来られるよ
うご協力をお願いします。
③指定日時で都合の悪い場合は、都合の良い日時に受診してください。受診票に指定
日時がある場合でも日時の訂正は不要です。役場への連絡も不要です。
■問  健康推進課（町国民健康保険特定健康診査、後期高齢者健康診査担当）緯55-2114
　　　　　　　（結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査担当）緯55-2160

場所（所在地）対象行政区受付時間月日
農村環境改善
センター(入間田)

23、24、2609:00～11:008/22
㈭ 21、22、25、2713:00～14:00

槻木生涯学習
センター
（槻木下町）

2809:00～11:008/23
㈮ 1413:00～14:00

平日受診
できない方

16（下町1丁目・2丁目）09:00～11:008/24
㈯ 16（上記以外）13:00～14:00

17Ｂ（松ヶ越2丁目）09:00～11:00
8/27
㈫ 17Ｂ（上記以外）13:00～14:00

日中受診できない方17:30～18:30
1509:00～11:008/28

㈬ 1313:00～14:00
17Ａ（槻木西1丁目・2丁目）09:00～11:008/29

㈭ 17Ａ（上記以外）13:00～14:00
18Ｂ、1909:00～11:008/30

㈮ 18Ａ、2013:00～14:00

船岡生涯学習
センター
（中名生）

平日受診
できない方

11Ａ09:00～11:008/31
㈯ 12Ｂ13:00～14:00

平日受診
できない方

12Ａ09:00～11:009/1
㈰ 11Ｂ、11Ｄ13:00～14:00

船迫生涯学習
センター
（西船迫）

29Ｂ（北船岡1丁目、西船迫2丁目、本船迫）09:00～11:009/3
㈫ 29Ｄ13:00～14:00

29Ｂ（北船岡3丁目）09:00～11:009/4
㈬ 29Ａ13:00～14:00

29Ｃ（西船迫3丁目、本船迫）09:00～11:009/5
㈭ 29Ｃ（上記以外）13:00～14:00

29Ｂ（北船岡2丁目）09:00～11:009/6
㈮ 1013:00～14:00

保健センター
（役場）

109:00～11:009/20
㈮ 313:00～14:00

30（清住町）09:00～11:009/24
㈫ 30（上記以外）13:00～14:00

5、9B09:00～11:00
9/25
㈬ 813:00～14:00

日中受診できない方17:30～18:30
209:00～11:009/26

㈭ 7Ｂ13:00～14:00
6Ｂ09:00～11:009/27

㈮ 6Ａ13:00～14:00
平日受診
できない方

7Ａ09:00～11:009/29
㈰ 9Ａ13:00～14:00

409:00～11:009/30
㈪ 11Ｃ13:00～14:00
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生 活 相 談
柴田町地域福祉センター内（相談室2）10：00〜15：00

相　談　日担当相談員相談区分

8月 6日㈫鈴木　照雄

生　　活
8月20日㈫佐藤由美子

8月27日㈫関根　朝成

9月 3日㈫近江　宣男

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい
福祉センター（船岡字中島68）☎58-1771

人権・行政相談
町民相談室（役場1階）10：00〜15：00

相　談　日担当相談委員相談区分

8月 7日㈬飯淵　直子

人　　権

8月14日㈬佐藤　良吉

8月21日㈬渡邊みち子

8月28日㈬菅野　敏明

9月 4日㈬木島　基子

8月28日㈬手代木文夫行　　政

■問  町民環境課　☎55-2113

消費生活相談
町民環境課9:00〜16:00（祝・休日除く）

相　談　日担当相談員相談区分

毎週㈫㈬㈮日下　信子消費生活

■問  町民環境課　☎55-2113

家庭児童相談
子ども家庭課9:00〜16:00（祝・休日除く）

■問  子ども家庭課　☎55-2115

相　談　日相談区分
毎週㈪㈫㈭家庭児童

行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士にににににににににににによよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるる無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法法法務務務務務務務務務務務務相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談行政書士による無料法務相談会会会会会会会会会会会会会
　行政書士には守秘義務があり、あなたの秘密は守られます。事前に電話をいただけ
ると待ち時間も少なくご相談いただけます。
葛日時／①8月10日（土）13：00～16：00　葛場所／船迫生涯学習センター
　　　　②8月31日（土）13：00～16：00　葛場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）
葛内容／相続、遺言、成年後見制度など民事上の権利義務、家庭内の法律問題

■問  福島行政事務所　緯59-3277

葛募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。
　①被災求職者の方　②65歳未満の方　③パソコン操作（ワード・エクセル）ができる方
※被災求職者とは、被災地域内の災害救助法適用地域（県内全域）に所在する事業所を離職した失業者または当該地域に居住していた求職者（未就
職卒業者を含む）の方です。
※過去に町に雇用された期間がある方で、地方公務員法により雇用できない方は除きます（詳細はお問い合わせください）。
葛雇用期間／平成25年9月1日～平成26年2月28日
葛勤務条件・勤務時間など／毅月～金曜日　8:30～17:15（1日7時間45分勤務）月20日程度
　毅賃金　日額5,813円（時給750円）　毅社会保険および雇用保険に加入
葛申込期間／8月1日（木）～19日（月）　8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く）　　葛申込場所／福祉課
※申し込みがない場合には、随時募集とします。
葛提出書類／○離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入れ通知書もしくは離職票などの写し。　○履歴書（写真添付）
　※提出書類は返却しませんのでご了承ください。
葛選考方法／書類審査のほか面接を行います（詳しくは申込時に説明します）。
葛その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。　※診断書は自費負担になります。

■申 ■問  福祉課　緯55-5010

　基本的な簿記の原理や記帳、決算などについて習得し、資格取得を目指します。
葛日時／8月20日（火）～11月7日（木）18:00～20:40　※週2回（火・木）計24回
葛場所／仙南地域職業訓練センター　　葛募集人数／10人（申込多数の場合は抽選）
葛対象／初めて簿記を学ぶ方や、日商簿記3級の資格取得を目指す方。
葛受講料／18,000円（テキスト含む）
葛申込方法／電話またはファックス（氏名・連絡先記入）でお申し込み下さい。
葛申込期限／8月14日（水）

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター（柴田町船岡照内1-9）　緯57-1501　思55-2250

　原爆や戦争の悲惨さを多くの方々に知っていただくとともに、平和について考える
機会にしていただくため開催します。

　

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111

柴田町臨時職員を募集します（震災等緊急雇用対応事業）

初級簿記講座受講生募集（日商簿記3級試験対策）

原 爆 パ ネ ル 展

場　　所日　　　時
役場1階町民ホール①8月5日（月）～9日（金）8：30～17：15
槻木生涯学習センター1階②8月14日（水）～18日（日）9：00～17：00

勤務先職務内容募集人数職　種

福祉課一般事務補助に従事1人一般事務等補助
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葛日時／平成26年1月12日（日）10:00～　　葛場所／船岡小学校体育館
葛対象／平成5年4月2日から平成6年4月1日生まれの方
　町内にお住まいの新成人の皆さまへの式典案内状は12月上旬に、郵送します。
　なお、町内に住所のない方で町の成人式に出席を希望される方は、11月22日（金）ま
でにご連絡ください。

　成人式実行委員募集！
　町では、平成26年成人式を思い出に残る式典にするため、一緒に作り上げ、盛り上
げてもらえる新成人の方を募集しています。
　一生に一度しかない人生の節目の思い出づくりとして参加してみませんか？
やる気のある新成人の方、または新成人でなくても有志として成人式の企画・運営に
携わっていただける方、ぜひご応募ください！
※実行委員会議は、10月～12月（平日）19:30頃に月1回程度の開催を予定しています。
葛募集人数／10人程度　　葛申込期限／9月27日（金）

　発表者募集！～20歳のメッセージ～
　成人式の式典で「抱負」、「将来の夢」など“新成人としての思い”を、新成人を代
表して発表してくださる方を募集します。あなたの「想い」を聞かせてください。
葛募集人数／2人（男女1人ずつ）
葛応募方法／新成人としての「抱負」「将来の夢」などを1,000字以内にまとめて郵送、
ＦＡＸ、Ｅメールおよび持参のいずれかで提出（住所、氏名、生年月日および電話
番号を明記してください。）
葛応募期限／9月27日（金）　※選考結果は郵送します。

■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135　思55-2132
　Ｅメール：sosial-edu@town.shibata.miyagi.jp

　町では、高齢運転者による交通事故を
防止するため、平成25年4月1日から
「柴田町高齢運転免許取得者講習事業」を
行っています。 
　運転技能や交通に関する知識を向上さ
せるため、受講料の一部を助成します。
葛助成額／2,500円（上限）
葛助成対象／町内に住所がある満65歳
以上で、運転免許取得者講習を仙南自
動車学院で受講する方。

※ 助成対象となる講習は、任意講習であり70
歳以上の人が運転免許更新時に受講が義務
付けられている高齢者講習（法定講習）と
は異なります。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　（仮）さくら連絡橋建設工事（Ⅰ工区）
の実施にあたり工事説明会を行います。
葛日時／8月12日（月）10：00～
葛場所／保健センター4階
葛申込期限／8月7日（水）

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121

　住民基本台帳カードの有効期限は、発
行された日から10年となっています。
　更新手続きは、役場町民環境課または
槻木事務所で行っています。詳しくはお
問い合わせください。

■問  町民環境課　緯55-2113

　今夏の東北電力管内については、安定
した電力供給ができる見通しとなってお
りますが、大規模な発電所のトラブルな
どが発生した場合、安定供給ができなく
なる可能性もあります。
　引き続き無理のない
節電のご協力をお願い
いたします。

■問  総務課　緯55-2111

　放送大学はテレビやインターネットな
どを通して学ぶ通信制の大学です。心理
学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。働きなが
ら学んで大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなどさまざまな目的で幅広い世代、
職業の方が学んでいます。
○15歳以上の方なら、1科目から学習す
る選科履修生・科目履修生として入学
できます。
○18歳以上の大学入学資格をお持ちの
方なら、学力試験はなく、全科目履修
生として入学ができ、4年以上在学し
て124単位を修得し卒業すると、学士
（教養）の学位を取得できます。

■申 ■問  放送大学宮城学習センター
　緯022-224-0651

○責任技術者試験
葛日時／10月29日（火）13:30～16:00　葛場所／県仙台合同庁舎（予定）
葛対象／市町村に技術者として登録予定の方
葛申込期間／8月12日（月）～9月6日（金）　葛申込先／登録予定市町村の下水道担当課
○受験講習会
葛日時／10月3日（木）13：00～16：00　葛場所／県教育会館（予定）
葛対象／上記試験の受験を希望する方
葛申込方法／上記試験の申し込み時に併せてお申し込みください。
※受験申込書の配布は、8月初旬からになります。

■問  上下水道課　緯55-2118　　（一財）宮城県下水道公社　緯022-276-2521

平成 26年 成人式

住民基本台帳カードの
有効期限を確認してください

高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢運運運運運運運運運運転転転転転転転転転転免免免免免免免免免免許許許許許許許許許許取取取取取取取取取取得得得得得得得得得得高齢運転免許取得者者者者者者者者者者者
講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成講習事業助成金金金金金金金金金金金

放送大学10月入学生募集
出願期間 8月31日㈯まで

（仮）さくら連絡橋建設工事
（Ⅰ工区）の工事説明会　　

平成25年度宮城県下水道排水設備工事
責任技術者試験および受験講習　　　　  
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 その1 サロンコンサート「柴田高等学校吹奏楽部」
　吹奏学部の皆さんに演奏を披露していただきます。
葛日時／8月9日（金）13：30～14：00　葛場所／柴田町地域福祉センター　
葛参加費／無料

 その2 おもちゃ病院やレクダンスもたのしめる子育てサロン
●子育てサロン「きらら」
葛日時／8月9日（金）・23日（金）10：00～12：00　葛場所／柴田町地域福祉センター
葛参加費／無料
※9日は「しばたおもちゃ病院」がオープンしています。
※23日はレクリエーションダンスが楽しめます。

●子育てサロン「みるく」
葛日時／8月16日（金）10：00～11：45　葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき
葛参加費／無料　※アロママッサージが体験できます。

 その3 24時間テレビ36「愛は地球を救う」
テーマ「ニッポンって…？～この国のかたち～」　ぜひお越しください。
葛日時／8月25日（日）10：00～16：00　葛場所／イオンタウン柴田内

 その4 交流サロン　さくら
　被災されて町内にお住まいの方を対象に、お茶のみおしゃべりサロンを毎月開催し
ております。今月も「サロンコンサート」終了後に開催いたします。お気軽にご参加
ください。
葛日時／8月9日（金）14：00　葛場所／柴田町地域福祉センター
※場所がわからない方はお電話ください。

仙南総合プール日程表（平成25年8月分）

葛営業時間／月～土曜日　 9：00～21：00（施設利用時間9：00～20：45）　日曜日・祝祭日  11：00～19：00（施設利用時間11：00～18：45）
　　　　　　毎週水曜日：休館日

葛無料開放／8月18日㈰（施設利用時間11：00～18：45）

プールの利用状況は変更になる場合もございますので、館内案内もしくは施設にご確認ください。

○…全面利用可能　　☆…レッスンまたはイベント実施中は利用不可　　×…終日利用不可
△…11：00～18：45全面利用可（一部利用可となる場合もございますので、事前にご確認ください）
◇…9：00～16：30全面利用可、16：30～18：30月火木金一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）、
　　火18：30～20：00 一部利用可、土18：30～19：30 一部利用可（スポ少実施中は３コース分利用不可）、20：00～20：45全面利用可

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　  日・曜日

区分　  　　　　 土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木

☆☆☆休  
館  
日

☆☆☆☆☆☆休  
館  
日

☆☆☆☆☆☆休  
館  
日

☆☆☆☆☆☆休  
館  
日

☆☆☆☆☆☆プールA面

◇◇◇◇◇△◇◇◇◇◇△◇◇◇◇◇△◇◇◇◇◇△◇◇◇プールB面

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○トレーニング室

　白血病などで骨髄移植を希望する患
者さんに対し、より多くの提供者が見つ
かるよう骨髄バンクドナー登録にご協
力ください。（要予約）
葛日時／8月27日㈫ 9：00～10：00
葛場所／県仙南保健所
葛対象／○18歳～54歳で、体重が男性
45kg以上、女性40kg以上の健康な方
○骨髄提供の内容を理解している方

　ＨＩＶ抗体検査、クラミジア抗体検査
（採血）を匿名で受けることができます。
（要予約）
葛日時／8月27日㈫ 13：00～15：00
葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

■申 ■問  県仙南保健所疾病対策班
　☎53-3121

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

　感染が気になる方は、Ｂ型肝炎・Ｃ型
肝炎ウイルス抗体検査（採血）を、（可
能性のある）無料で受けることができま
す。（要予約）
葛日時／8月27日㈫ 15：00～16：00
葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

エエエエエエエエエエエエイイイイイイイイイイイイズズズズズズズズズズズズ・・・・・・・・・・・・ククククククククククククララララララララララララミミミミミミミミミミミミジジジジジジジジジジジジエイズ・クラミジアアアアアアアアアアアアアののののののののののののの相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談、、、、、、、、、、、、相談、
抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗体体体体体体体体体体体体検検検検検検検検検検検検抗体検査査査査査査査査査査査査査をををををををををををを行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっってててててててててててていいいいいいいいいいいいままままままままままままを行っていますすすすすすすすすすすすす

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ型型型型型型型型型型型型肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎・・・・・・・・・・・・ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ型型型型型型型型型型型型肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎ののののののののののののの相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談、、、、、、、、、、、、相談、
抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗体体体体体体体体体体体体検検検検検検検検検検検検抗体検査査査査査査査査査査査査査をををををををををををを行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっってててててててててててていいいいいいいいいいいいままままままままままままを行っていますすすすすすすすすすすすす

　国では、8月10日を「道の日」と定めています。
道路は、生活の向上と経済の発展に欠くことので
きない共有の財産です。道路に親しみ安全に利
用しましょう。

■問  都市建設課　緯55-2120
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　建て替え前の船迫児童館（旧船迫分校）をなつかしむイベントです。みなさんの来
館を心からお待ちしております。
葛日時／8月31日（土）　9：00～12：00、13：00～15：00（館内開放のみ）
葛場所／船迫児童館（旧船迫分校）　葛対象／見学したい方ならどなたでも（申込不要）
葛内容／「むかしむかしのお宝展示」「おもしろ遊びの体験」「太鼓演奏」など
※帽子、水筒、下足入れ（ビニール袋）をお持ちください。
※駐車場はわずかです。徒歩か自転車で来館くださるようご協力お願いします。

■問  船迫児童館　緯55-5541

『にこにこ　ワールド2013』参加親子募集！
　1歳児の親子のための楽しいイベントです。イベントに参加して、親子のきず
なを深めたり、お友達を作ったりして子育てのヒントをつかみませんか。
　第1回目　｢わらべ歌やスキンシップ遊び｣
　　葛日時／9月26日（木）10:00～11:30　葛場所／槻木生涯学習センター会議室
　　葛講師／伊藤　裕子氏（仙台幼児専門学校　講師）
　第2回目　｢親子ふれあい体操教室｣
　　葛日時／10月25日（金）10:00～11:30　葛場所／船岡生涯学習センターホール
　　葛講師／幼児体育研究所（仙台支部より）
　第3回目　音楽と劇「みんなおいで！」
　　葛日時／11月29日（金）10:00～11:30　葛場所／船岡生涯学習センターホール
　　葛講師／柴田町子育てサポーター
葛対象／1歳児（平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれ）と保護者
葛募集人数／50組程度（先着順）　葛参加費／無料

　
■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　緯54-4040

常設の子育てひろば“ゆるりん”
　子育て中のパパやママ、お孫さんと一緒のおじいちゃん、おばあちゃんが自由に気
軽に遊びに来る“屋根のある公園”です。スタッフもいるので安心です。

葛対象者／0歳～未就園児とその保護者　　葛参加費／無料
葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物など
■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん　緯080-4178-9374

 船迫児童館（旧船迫分校）見学会  ～ありがとう！さようなら児童館～

一緒に遊ぼう
西船迫保育所の子どもたちと遊びましょう♪

葛日時／8月28日（水）9：45～11：00
葛場所／西船迫保育所　
葛募集人数／20組
葛対象／1歳～就学前のお子さんと保護者
葛持ち物／下足入れビニール袋、水筒
葛申込期限／8月22日（木）
※定員になり次第締め切り

移動なかよし広場
みんなでなかよく遊びましょう♪
葛日時／8月27日（火）9：45～11：30
葛場所／農村環境改善センター（ホー
ル）※申込不要
葛テーマ／「水遊びをしよう！」
葛対象／就学前のお子さんと保護者
葛持ち物／下足入れビニール袋、水
筒、水着、着替え、タオル

場　　所日　　時子育てひろば

イトーチェーン船岡店
向かい

毎週月、火、水曜日（8月12日から16日は休み）　
9：30～12：00、13：00～15：30ゆるりんひろば

新栄集会所

8月1日（木）、8日（木）、22日（木）、29日（木）
9：30～12：00、13：00～15：30移動ゆるりんひろば

8月8日（木）　10：00～12：00おもちゃ病院
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　カラオケを通して町民同士の親睦、交流を深めていくチャリティーカラオケ歌祭を
開催します。個人の技量を競い合うのではなく、白石川を挟んで東西のチーム対抗戦
です。歌に自信のある方はもちろん、ご友人、職場の仲間など、歌以外のパフォーマ
ンスが得意な方も大歓迎です。町内を歌や舞踊で盛り上げましょう！
葛日時／11月24日（日）　　葛場所／槻木生涯学習センター
葛出場資格／町民、町内の企業・団体などの従事者、町内カラオケ教室所属者
葛募集人数／東西各30組（計60組）　※白石川を境に東西に分かれます。東は船岡中学校
区、西は槻木・船迫中学校区となります。
葛参加料／（歌）一組3,000円、（舞踊）一組5,000円　　葛申込期限／9月8日（日）
※申込用紙は、まちづくり政策課、各生涯学習施設、まちづくり推進センター、槻木事務所に備
え置きしています。
　なお、申込者多数の場合は抽選となります（抽選日：9月15日）。

■問 ■申  柴田町東西対抗歌祭実行委員会事務局（関）　

　ジフテリア破傷風予防接種（第2期）
は、11歳から12歳のお子さんが対象に
なります。まだ受けていないお子さんは、
早めに指定医療機関で予防接種を受けま
しょう。
　なお、通知は11歳の誕生月の月末に送
付しています。転入・紛失などで予診票
がない方は、事前連絡の上、母子健康手
帳持参で健康推進課へお越しください。
葛接種期間／11歳の誕生日～13歳の誕
生日の前々日まで

■問  健康推進課　緯55-2160

　10月までは、アメリカシロヒトリ（ア
メヒト）の発生期です。気温が高くなる
と大発生します。早期発見と防除で被害
の拡大を防ぎましょう。
葛防除対策／小さな幼虫（毛虫）の巣を
発見したら速やかに葉や枝を切り取っ
て処分してください。幼虫が分散して
しまったら、殺虫剤などで防除する方
法もあります。ただし、使用前に必ず
近所に知らせ、注意事項を守って、人
や家畜、作物などにかからないよう注
意して使用しましょう。

　　また、公共施設などで発見した場合
は、施設管理者へ連絡をお願いします。
管理者が不明な場合は、町民環境課へ
ご連絡ください。

■問  町民環境課　緯55-2113

助産師・看護師、作業療法士、
薬剤師を募集します
葛職種・採用予定人数／

葛試験日／8月24日（土）
葛申込期間／8月14日（水）まで

■申 ■問  みやぎ県南中核病院 総務課人事
係　※午前8時30分から午後5時まで
（土・日曜日、祝日除く）
　緯51-5500㈹　内線2010
　Ｅ-mail : jinji@southmiyagi-mc.jp

　夏休みの終盤戦、涼しい場所に集まっ
て一緒に勉強しませんか。自由に使える
参考書も取り揃えました。
葛日時／8月19日（月）～23日（金）
　9：30～17：00（時間内の出入り自由）
葛場所／船岡駅2階コミュニティプラザ
葛対象／小学生・中学生・高校生・大学
生　※参加無料　※申込不要

■問  フリーラーニングスペース柴田
　　（相馬）　
　高校生の町づくりを応援する大人の会
　　（柴田）　

　口座振替をご利用いただくと、月々50
円割引される早割制度や、現金納付より
も割引額が多い6か月前納・1年前納があ
り大変お得です。
　また、保険料が自動的に引き落しとな
るので金融機関などに行く手間が省け、
納め忘れもなくとても便利です。
　口座振替をご希望の方は、納付書また
は年金手帳、通帳、金融機関届出印を持
参のうえ、振替先の金融機関または年金
事務所へお申し出ください。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113
　 健康推進課　緯55-2114

船船船船船船船船船船船船岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅駅ココココココココココココミミミミミミミミミミミミププププププププププププララララララララララララでででででででででででで勉勉勉勉勉勉勉勉勉勉勉勉強強強強強強強強強強強強ししししししししししししよよよよよよよよよよよようううううううううううう船岡駅コミプラで勉強しよう！！！！！！！！！！！！！
「フリーラーニングスペース柴田」

第1回柴田町チャリティーカラオケ東西対抗歌祭　出場者募集

8月のお話し会
葛日時／8月 3日（土）、10日（土）、17日（土）、24日（土）11：00～12：00
※事前の申し込みなどは必要ありません。
葛場所／柴田町図書館（ふるさと文化伝承館1階奥の「集会室1」）
葛協力／絵本読み聞かせの会「おむすびころりん」、図書館サポート委員会「ひよ
こちゃん」ほか
　
広報しばた、お知らせ版などの録音版を配置しました
　今までは、若干の大活字文庫と拡大読書機器のみの設置でしたが、このたび柴田
町朗読ボランティア「結」様のご協力によりまして、平成25年4月分からの録音
版を配置しました。利用される場合は、事前の連絡をお願いいたします。また、図
書館への来館が難しい場合は、ご相談ください。ご利用をお待ちしております！
　
■開館時間／平日：10:00～19:00　　 土・日・祝日：10:00～17:00
■8月の休館日／5日（月）、12日（月）、19日（月）、26日（月）、30日（金）

　　　　■問  柴田町図書館（しばたの郷土館・ふるさと文化伝承館内）
　　緯86-3820　思86-3821　Ｅメール library@town.shibata.miyagi.jp

採用予定人数職　種
30人助産師・看護師
1人作業療法士
1人薬剤師
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葛日時／8月3日（土）16：00～19：00
葛場所／ケアホームつきのき駐車場
葛内容／一会宝太鼓やファルセット、柴
田小学校伝統の大黒舞など。豪華景品
が当たる抽選会も行います。
■問  ケアホームつきのき　緯56-6661

　海水温の上昇により、魚介類による腸炎ビブリオ食中毒注意報が発令されています。
ご家庭で魚介類を取り扱う場合には、食中毒予防のポイントをしっかりおさえて予防
に努めましょう。
 腸炎ビブリオとは
　海に生息する菌で、魚介類に付着しています。海水と同じ3％の食塩濃度で増殖し、
真水と熱に弱い性質を持っています。
 食中毒予防のポイント
毅魚介類は冷蔵庫または冷凍庫で保存する。
毅魚介類を冷蔵庫で保存するときは、ラップなどをかけるか、ふたのある容器を使用する。
毅魚介類を調理する場合、表面をよく洗浄し、内臓を取ったあとも流水で十分に洗浄する。
毅魚介類を調理したら、まな板などの調理器具は洗剤を使って十分に洗浄し、熱湯などで
消毒する。
毅調理をする際には、十分に加熱し、調理後はすぐに食べる。
毅冷凍された魚介類は、流水または冷蔵庫で解凍するか、電子レンジを使って解凍する。
■問  県仙南保健所食品衛生班　緯53-3117

　入間野地区において、阿武隈川の堤防
をより強くするための工事を実施します。
工事期間中は、交通誘導員を配置します。
葛工事期間／11月1日（金）まで（予定）
葛場所／阿武隈川左岸入間野地区
葛施工者／株式会社佐藤建設

○ぴいかぶうのへや「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべ歌、手遊びなどを楽しみましょう。時間内は出入り自由です。
葛日時／8月1日、8日、22日、29日の木曜日　15：30～17：00　葛参加費／無料
※おはなしタイム16：00～16：30

○宮沢賢治の作品を読み合う会
葛日時／8月8日（木）13：30～15：00　葛参加費／100円

葛場所／ぴいかぶうのへや「のばら」（庄司さん宅：船岡中央2丁目）
■問  おはなしの会ぴいかぶう（庄司）、（小塩）

　平成26年度から新たに固定資産税・都
市計画税の対象となる建物（平成25年1
月2日以降に新築、または増築されたも
の）の調査を実施しています。調査員が
伺いますので、ご協力をお願いいたしま
す。また、ご希望の調査日がございまし
たらご連絡ください。

　建物（物置を含む）の全部、または一
部を取り壊した場合には、建物滅失届を
提出してください。後日、現地調査によ
り建物の滅失を確認いたします。
　取り壊した建物は、翌年から課税台帳
より削除されます。届出用紙は税務課お
よび槻木事務所に備えつけています。
　詳細は、お問い合わせください。

■問  税務課　緯55-2116

葛講習項目／フォークリフト運転技能【7日間】
葛受講資格／①県内在住55歳以上の方　②ハローワークへ求職登録　③お仕事をお
探しの方　※上記全てを満たしている方
葛日程／8月22日（木）～9月25日（水）
葛場所／農村環境改善センター、船迫公民館　※就職面接会も参加できます。
葛受講料／無料　　葛募集人数／20人　葛申込期限／8月8日（木）　※書類選考　

○町内在住60歳以上の方
　シルバーの活動を通じて、暮らしをいきいき元気に輝かせてみませんか？　シル
バーでは、能力・経験などに応じた高齢者にふさわしい仕事を引受・提供しています。
【会員の主な活動例】
毅就業：除草、 剪定 、障子・

せんてい

 襖 ・網戸張り替え、家事援助、清掃、簡易的な大工・塗
ふすま

装作業など
毅その他：ボランティア、シルバーフェスタ、地域班活動、手芸・手工芸製作、刃物
研ぎなど

■申 ■問  （公社）柴田町シルバー人材センター　緯58-7400

 柴田町シルバー人材センターから

受講者募集　55歳からの再就職支援!!

シニアワークプログラム地域事業技能講習

（社）柴田町シルバー人材センターの会員募集

ケアホームつきのき 夏祭り

■問  国土交通省岩沼出張所
　緯0223-22-2801
　株式会社佐藤建設　緯0224-63-1321

家屋調査（新築・増築）に
ご協力ください

建物を取り壊した場合はご連絡を

堤防整備工事のお知らせ
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　子ども医療費助成制度における、通院にかかる医療費（自己負担分）の助成対象年
齢を、10月診療分から中学3年生まで引き上げます。　助成を受けるためには資格登
録の申請が必要です。申請がお済みでない方は、早めに手続きをしてください。
※所得により助成を受けられない場合があります。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2114

　就学前のお子さんのコミュニケーショ
ンで「発音がはっきりしない」「会話がう
まくできない」「お友達との付き合い方が
うまくできない」といったご心配はあり
ませんか？専門の相談員が相談に応じま
す。（要予約）
葛日時／8月20日（火）10：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所
葛申込期限／8月6日（火）

■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

友人同士、ご家族など、どなたでもご利 
用できます。お気軽にご利用ください。 

　槻木体育館 
　（卓球・バドミントンに限ります）

8月 4日㈰9：00～16：00 

8月18日㈰9：00～16：00 

　入間田テニスコート 
8月11日㈰9：00～16：00 

※行事などにより変更になる場合があります。

体
育
施
設
一
般
開
放
日
  学校体育施設調整会議
8月20日㈫19：00
船岡公民館 会議室1
  体育館・野外運動場調整会議

8月22日㈭19：00 
船岡公民館 会議室1

9 
月 
分

お知らせ　調整会議の会場は船岡公民館と
なります。ご注意ください。

　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

　はしかは「麻しんウイルス」による空気感染などで引き起こされ、感染力が極めて
強い病気です。免疫を持っていない人が感染するとほぼ100％発症します。発症する
と発しん・発熱などの症状がでるほか、肺炎や中耳炎を合併しやすく、1,000人に1
人の割合で脳症を併発し、重症の場合は命にかかわることのある病気です。いまだに
「はしか（麻しん）」の特効薬はなく、ワクチンを接種することが唯一の予防です！

葛注意事項／毅接種時期を過ぎた後の接種費用は、全額自己負担（約1万円）となり
ます。　毅転入、紛失などで予診票がない方は、母子健康手帳持参で健康推進課へお
越しください。
■問  健康推進課　緯55-2160

「山ガールの蔵王トレッキング」
　南蔵王の刈田岳と芝草平を往復する、
初心者向き女性限定のトレッキングです。
清々しい真夏の蔵王の稜線を歩いてみま
せんか。
葛日時／8月28日（水）10:00～16:00
葛集合場所／県蔵王野鳥の森自然観察セ
ンター「ことりはうす」
葛集合時間／8：30
葛対象／女性限定（年齢制限なし）
葛募集人数／10人
葛参加費／1,500円（保険代含む）
葛申込期限／8月21日（水）
※｢ことりはうす｣の入館料は別途です。

■申 ■問  県蔵王野鳥の森自然観察センター
「ことりはうす」　緯0224-34-1882

葛場所／槻木生涯学習センター　　葛募集人数／各教室20人（先着順）
■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　毎日の食事をちょっと見直して、健康な身体で元気な生活を送りましょう！

葛募集人数／各コース　35人（先着順）　　葛対象／町民
葛内容／生活習慣病を予防するための栄養指導、料理教室など
葛参加費／無料　　葛申込方法／電話　　葛申込期限／8月20日（火）
葛講師／柴田町食生活改善推進員、管理栄養士
■申 ■問  健康推進課　緯55-2114

ココココココココココココミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニニニケケケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンン発発発発発発発発発発発発達達達達達達達達達達達達相相相相相相相相相相相相コミュニケーション発達相談談談談談談談談談談談談談

「生活習慣を見直そう！料理教室」参加者募集

子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどもももももももももももも医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療費費費費費費費費費費費費助助助助助助助助助助助助子ども医療費助成成成成成成成成成成成成成ののののののののののののの申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請申請はははははははははははははおおおおおおおおおおおお済済済済済済済済済済済済みみみみみみみみみみみみでででででででででででですすすすすすすすすすすすかかかかかかかかかかかか？？？？？？？？？？？？お済みですか？

槻木生涯学習センター　参加者募集

「地産地消の料理体験教室」・「地域デビュー・癒しの創作教室」

槻木コース（全3回）船岡コース（全3回）
9月25日（水）、10月23日（水）、
11月13日（水）　9：30～14：00

9月2日（月）、10月21日（月）、
11月18日（月）　9：30～14：00日　時

槻木生涯学習センター保健センター場　所

地域デビュー・癒しの創作教室地産地消の料理体験教室
9月7日（土）9：30～12：008月31日（土）　9：30～12：30日　時
クラフトテープを使ってカゴ作りを
体験します。

地元で採れた夏野菜を使って、サラダ、ナ
ン、スープカレー、デザートを作ります。内　容

1,000円（材料代）1,000円（材料代）参加費
エプロン、はさみ、洗濯ばさみエプロン、三角巾持ち物
8月31日（土）8月24日（土）申込期限

2期1期
年長児相当（平成19年4月2日～平成20年
4月1日生）1歳児対　象

平成26年3月31日まで2歳の誕生日の前々日まで接種期限
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【測定場所】定点測定地／駐車場など屋外　　公園／広場　　学校施設・児童福祉施設／校庭または園庭
【測定位置】地表から100㎝／定点測定地、中学校　　地表から 50㎝／小学校、幼稚園、児童福祉施設、公園

◎詳しくは、町ホームページに掲載しています。

■問  町民環境課（定点測定値）　☎55-2113、教育総務課（学校施設）　☎55-2134、子ども家庭課（児童福祉施設）　☎55-2115、
　 都市建設課（公園）　☎55-2121、上下水道課（水道水）　☎55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：7月23日（火）】

測定値測定値測定値
0.07槻木生涯学習センター0.07船岡生涯学習センター0.08柴田町役場
0.08西住公民館0.07農村環境改善センター0.07船迫生涯学習センター

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、そのほかの施設は毎週1回測定。

（単位：μSv/h）町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：7月17日（水）】

測定値測定値測定値
0.07西住小学校0.10船迫小学校0.09船岡小学校
0.07柴田小学校0.10槻木小学校0.05東船岡小学校
0.09槻木中学校0.11船迫中学校0.08船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.13浄心幼稚園0.07第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.08熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：7月18日（木）】　

測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.14槻木保育所0.07船岡保育所
0.06西住児童館0.13三名生児童館0.10柴田児童館

※毎週1回測定。0.12むつみ学園0.07船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：7月22日（月）】　

測定値測定値測定値
0.06剣崎公園0.11白幡児童遊園0.08並松公園
0.08船岡城址公園0.08舘前緑地0.07下名生児童遊園

※毎週1回測定。

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：7月12日（金）】　

放射性セシウム放射性ヨウ素採取場所
不検出

（検出下限値0.4）
不検出

（検出下限値0.3）
仙南・仙塩広域水道　　　　　
　　　　南部山浄水場（白石市）　

※厚生労働省が定めた基準値、放射性セシウム10ベクレル/kg　　※検査は県企業局

（単位：ベクレル/kg）町内農産物の放射能測定（精密検査）結果

厚生労働省が定めた基準値放射性セシウム採  取  日品　　目
100不検出7月1日こまつな　　（露地）
100不検出7月8日ブロッコリー（ 〃 ）
※検査は県農林水産部

単位：μSv／回放射線測定値についての参考情報
放射線量身近な事例
6900胸部Ｘ線コンピュータ断層撮影検査（ＣＴスキャン）
600胃のＸ線集団検診（1回の検査）
200東京からニューヨーク航空機旅行（往復）
50胸のＸ線集団検診（1回の検査）

※放射能情報サイトみやぎより

携帯版　　 放射能情報サイトみやぎ
下記の方法で携帯電話でもご利用になれます。

（1）URLを直接入力する
　　　http://www.r-info-miyagi.jp.m/
（2）QRコードを利用できる端末の場合は
　　 右のQRコードよりアクセスできます。
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※平成25年4月の予防接種法改正により、BCG予防接種の対象者が変わりました。標準的な接種期間（5～7か月）での接種をお勧めします。
※乳幼児対象の健康診査および相談で、問診票などがある方はあらかじめご記入の上お持ちください。
※成人健康相談のある方はご連絡ください。　　※上記事業の対象者で風邪気味などの方のご来場はご遠慮ください。

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

すずらん薬局
　船　岡　緯 57-1322

後藤歯科医院
　大河原　緯 52-2533

船岡今野病院
　船　岡　緯 54-1034

町南診療所
　村　田　緯 83-5503

8/4
㈰

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　緯 51-3121

村田調剤薬局
　村　田　緯 83-5641

榊原歯科医院
　村　田　緯 83-2419

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

山田医院
　村　田　緯 83-2088

11
㈰

かみまち薬局
　槻　木　緯 58-7380

仙台調剤大河原店
　大河原　緯 51-4040

内田歯科医院
　船　岡　緯 57-1818

大沼胃腸科外科産婦人科
　槻　木　緯 56-1441

さくら内科消化器科
　大河原　緯 53-5151

18
㈰

ひばり調剤薬局
　大河原　緯 52-8686

つばさ薬局船岡店
　船　岡　緯 58-1065

えんどう歯科医院
　大河原　緯 53-2555

大河原整形外科クリニック
　大河原　緯 51-1502

しばた協同クリニック
　船　岡　緯 57-2310

25
㈰

銀座薬局
　船　岡　緯 54-2201

村上薬局
　大河原　緯 52-4275

大友歯科医院
　船　岡　緯 57-2120

高沢外科・胃腸科
　船　岡　緯 57-1231

日下内科医院
　大河原　緯 52-1058

9/1
㈰

仙台調剤大河原西店
　大河原　緯 51-4011

船岡調剤薬局
　船　岡　緯 58-1189

大沼歯科医院
　村　田　緯 83-4395

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

太田内科
　船　岡　緯 55-1702

8
㈰

プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしで　☎＃8000
プッシュ回線以外の固定電話、　PHSなどからは　☎022-212-9390相談時間／19：00～8：00（毎日）宮城県こども夜間安心コール

休日急患当番医
 （診療時間／9：00〜17：00）

お子さんの急な発熱やけがなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子をみても大丈夫なのか、迷ったときは…

休日急患当番医の情報は、パソコンや携帯電話へメール配信サービスを行っていま
す。利用登録は、ml@mm.town.shibata.miyagi.jpへ空メールを送信し、返信され
る登録受付メールの内容に従って手続きをしてください。

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日
12:45～13:00乾　　　先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（8/2まで要予約）8/6㈫
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

7㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

菊池　　先生平成24年1月生まれの方1歳6か月児健康診査　
※持ち物：歯ブラシ

  9:00～13:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）12㈪

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付14㈬

  9:15～   9:45平成24年8月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）16㈮

12:45～13:15吉田　　先生平成23年4月生まれの方
2歳児歯科健康診査　
※持ち物：歯ブラシ、タオル、調査票（フッ素
　塗布希望者）

20㈫

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付
21㈬

12:45～13:15大沼（健）先生
玉野井　先生平成22年2月生まれの方3歳6か月児健康診査　

※持ち物：歯ブラシ

13:30～15:00宮川　　先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）23㈮
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

28㈬
12:45～13:15大沼（健）先生平成25年3月生まれの方4か月児健康診査
  9:00～10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）30㈮
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

9/4㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

大友　　先生平成24年2月生まれの方1歳6か月児健康診査　
※持ち物：歯ブラシ

  9:15～   9:45平成24年9月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）6㈮

  9:00～13:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）9㈪

12:45～13:00村川　　先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（9/5まで要予約）

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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