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■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

　会社員などの夫（妻）に扶養されてい
る配偶者は、保険料を納める必要はあり
ません。しかし、扶養者である夫（妻）
が退職した場合や扶養されている妻（夫）
の年収が増えた場合などは、届出を行い
保険料を納めなくてはなりません。この
届出が2年以上遅れた場合、2年以上前
の保険料は納付することができないため
保険料に「未納期間」が発生します。平
成25年7月1日から専業主婦（夫）の年
金が改正され、このような方が届出をす
ることにより、「未納期間」を「受給資格
期間」に算入し、年金を受け取れるよう
になる場合があります。
　詳しくは、国民年金保険料専用ダイヤ
ル0570－011－050または、大河原年金
事務所までお問い合わせください。

■問  日本年金機構大河原年金事務所
　緯51-3113

　結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査が8月22日（木）から始まりま
す。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。日程や会場、検診内容などの詳細については、お知らせ版8月1日号をご覧くだ
さい。

　
　結核・肺がん検診、特定健診、後期高齢者健診などの集団検診会場で「成人歯科相
談」を無料で実施します。この機会にぜひ「お口の中｣のことについて、お気軽にご相
談ください。※予約不要

　

葛受付時間／9：00～11：15
葛内容／歯科医による歯や歯ぐき、入れ歯などの相談（歯の状態を簡単に診察します）
葛対象／40歳以上の方

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

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（県内は全域）に所在する事業所を離職した失業者または該当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り、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）。
　○採用については、平成23年3月11日以降離職した方、被災求職者の方、新卒者（高等学校、大学、専門学校など）を優先します。
葛雇用期間／平成25年9月13日～平成26年3月12日（最長平成26年3月31日まで延長可）
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15日（木）～28日（水）　葛受付時間／8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く） 葛申込場所／町民環境課
葛提出書類／○市販の履歴書（写真添付）○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。新
卒者は卒業証書の写しまたは卒業証明書。　※上記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。　※診断書は自己負担になります。

■申 ■問  町民環境課　緯55-2113

柴田町臨時職員を募集します（震災等緊急雇用対応事業）
勤務先職務内容募集人員職　　種

町民環境課一般事務等補助業務1人一般事務臨時補助員

場　　　所実　　施　　日
槻木生涯学習センター8月27日（火）、8月29日（木）
船迫生涯学習センター9月4日（水）、9月5日（木）

保健センター9月20日（金）、9月24日（火）、9月26日（木）、
9月30日（月）
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　アルコールの問題は本人のこころやから
だの健康を損なう恐れがあります。また、
ご家族にもさまざまな影響を及ぼしかねま
せん。本人とご家族が、情報や知識を得ら
れる場として、精神保健相談員による個別
相談を実施します（要予約）。
葛日時／9月26日（木）13：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　思春期の悩みを抱えている方および引き
こもりの状態にある方と家族、関係者の方
に対し、精神科医師や精神保健相談員によ
る相談・カウンセリングを実施します。お気
軽にご相談ください（要予約）。
葛日時／9月12日（木）、19日（木）
　　　　13：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
 　母子・障害班　緯53-3132
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　歯や歯茎の病気予防、早期発見のため
の成人歯科健康診査を実施します。対象
者の方には個別に通知を送付します。8
月31日（土）までに通知が届かない場合
は、ご連絡ください。受診券がないと受
診できません。
葛健診期間／11月30日（土）まで
葛健診方法／個別歯科健康診査（町内の
歯科医院に予約の上、受診してください）
葛健診内容／歯周病やむし歯の有無、入
れ歯の適合具合の確認など
葛対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方
※年齢は、平成26年3月31日現在です。
葛自己負担料／1,000円

■問  健康推進課　緯55-2160

　「元気はつらつと活動している」または「これからしたい」と考えている地域の皆さんの
もとへ仙台大学専門スタッフが伺い、健康講話や運動指導を行っています。行政区やグ
ループ単位で楽しく気軽に介護予防への健康づくりや健康維持に取り組みませんか？
葛コース（健康・運動）／

　献血は身近にできるボランティアです。
皆さんのご協力をお願いします。
葛日時／8月19日（月）10：00～11：45
葛場所／柴田町役場
葛実施内容／400ml、200ml献血
※本人確認のため、身分証明書の提示をお願
いすることがあります。
■問  健康推進課　緯55-2160

　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／9月13日（金）10：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所
葛申込期限／8月30日（金）

■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

　9月の生活保護相談日は下記のとおり
です。当日は、県仙南保健福祉事務所の
担当者が相談に応じます。相談のある方
は福祉課へお立ち寄りください。
葛日時／9月6日（金）10:00～15:00
　　 　　9月20日（金）10:00～15:00
葛場所／役場1階　相談コーナー
葛内容／生活保護に関する相談

■問  福祉課　緯55-5010

利用してみませんか？「元気はつらつお達者day」
～仙台大学専門スタッフの「健康講話」「運動指導」出前講座～

※上記以外のテーマでも可能な限り対応します。
葛日時／要相談（申込者の希望の日時で大学と調整します）※1回あたり2時間程度
葛場所／町内（集会所など）※申込者でご用意ください　　　葛費用／無料
葛対象／町内の行政区、概ね10人以上のグループ（ご近所単位の集まりでも可能です）
葛申込方法／希望日の1か月前までに、福祉課に備え付けてある申込用紙に必要事項
を記載し提出してください。
葛その他／軽い運動を行うコースに参加の場合は、1日保険などの加入（自己加入）
をお勧めします。

■申 ■問  福祉課　緯55-2159

■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040

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／9月13日（金）9：45～11：30
葛場所／船岡生涯学習センター
　（ホール）
葛テーマ／「バルーンで遊ぼう！」
葛対象／就学前のお子さんと保護者
※申込不要

一緒に遊ぼう
　三名生児童館の子どもたちと遊びま
しょう♪
葛日時／9月5日（木）9：45～11：30
葛場所／三名生児童館　
葛募集人数／20組
葛対象／2歳～就学前のお子さんと保護者
葛申込期限／8月29日（木）
※定員になり次第締め切らせていただきます。

葛持ち物／下足入れビニール袋、水筒、タオル

ココココココココココミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンン発発発発発発発発発発達達達達達達達達達達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 生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護のののののののののの相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口開開開開開開開開開開生活保護の相談窓口開設設設設設設設設設設設

内　　容　　例テ　ー　マコース
骨粗鬆症の予防に大切なこと骨粗鬆症についてＡ
快適な睡眠をとるコツ睡眠についてＢ
加齢に伴う筋肉量の変化とは筋肉についてＣ
バランスの良い食事とは食事についてＤ
介護予防に必要な運動とは介護予防についてＥ
熱中症予防のために必要な水分補給のタイミング水分補給についてＦ
認知症を予防する頭の体操認知症予防についてＧ
生活習慣病を予防するために気をつけたいこと生活習慣病についてＨ

メタボリックシンドロームとはメタボリックシンドロー
ムについてＩ
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葛日時／13：00～15：00　※計5回開催

　

葛場所／入間田テニスコート
葛対象／初心者、中級者の方
葛募集人数／18歳以上の町民15人（先着順）
葛参加費／3,000円
葛講師／柴田町テニス協会員
葛申込期限／9月14日（土）
葛受付時間／10：00～18：00

■申 ■問  柴田町テニス協会（加藤）
　

　建て替え前の船迫児童館（旧船迫分校）を懐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います。
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
葛持ち物／帽子、水筒、下足入れ（ビニール袋）
※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をお願いします。

■問  船迫児童館　緯55-5541

　野球が大好きな男の子、やってみたい
女の子の参加をお待ちしています。
葛日時／8月18日（日）10:00～
葛場所／柴田球場　
葛参加費／無料
葛内容／ボール投げ大会、ホームラン競
争、スピードガン測定など

※上位者には賞品があります。
葛その他／グローブ、バットがある方は
ご持参ください。

■問  佐久間
　

　太陽の村にある望遠鏡で、夏の星座を観
望します。ぜひご家族でお越しください。
葛日時／8月27日（火）19：30～20：30
　（天候不良時は中止）
葛場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
葛参加費／無料　　葛持ち物／懐中電灯
※時間内自由参加

■問  柴田町星を見る会（豊川）
　

企画展　没後60年　小室達展
～伊達政宗公騎馬像をつくった男～
　「伊達政宗」といえば誰もがイメージ
する青葉城址天守閣の騎馬像。柴田町
出身の作者、小室達氏の没後60年を記
念し、騎馬像にまつわる話や作品など
を紹介します。
葛展示期限／11月24日（日）

葛日時／8月17日（土）、9月7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／9月13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
点てを体験してみませんか。

葛参加費／300円
葛協力／しばた茶会運営委員会、高橋
宗会社中

8・9月のトンボ玉体験会

菓子と茶「いっぷくどうぞ」

リレー朗読会「樅ノ木は残った」を読む

平成 26年 成人式
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“新成人としての想い”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してください（住所、氏名、生年月
日および電話番号を明記のこと）。
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

船迫児童館（旧船迫分校）の見学会 ～ありがとう！さようなら児童館～

秋季テニス教室開催 ちびっ子野球スクール
22日㈰、29日㈰9月
6日㈰、20日㈰、27日㈰10月

土星と夏の星座を見つけよう
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平成25年度家庭教育支援事業「ピカイチ・イクメン講座　パパとワ～クわく！」
～アウトドア塾！ダッチオーブンでピザを作ろう～

　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）緯54-1513

　小さいお子様から、おじいちゃん・お
ばあちゃんまで幅広く出来るスポーツで
す。みんなと一緒に楽しく基礎から始め
てみませんか。※体験コースあり
葛日時・場所／

葛会費／月額　2,000円
※初回入会金2,000円。保護者無料。

■申  代表者（堀内） 

　第10回しばたコメ祭りの開催時に、町内産の採れたて新米を販売します。販売に先
立ち、町内にお住まいの方に限り予約を受け付けます。
【受付期間】葛期間／8月16日（金）～30日（金）8：30～17：15（土・日曜日を除く）
　　　　　  葛場所／農政課　　葛数量／100袋（玄米30kg）※1世帯1袋
【引渡日】葛日時／9月29日（日）10：30～　　葛場所／柴田町「太陽の村」　
　　　　  葛代金／8,000円
※引渡当日に会場で受け取りができる方に限ります（配達などはできません）。　
※引渡時に代金をお支払いいただきます。　
※当日は、予約販売以外に100袋（玄米30kg）を販売します。　※1世帯1袋　
※代金は米の生育状況により変動する場合がありますので、予めご了承ください。
葛主催／しばたコメ祭り実行委員会
■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（農政課内）☎55-2122

　仙台大学の学生とお茶を飲みながら、
健康づくりについて考えてみませんか。
葛日時とテーマ／10:00～12:00※申込不要

葛場所／まちづくり推進センター（イオ
ンタウン柴田内）
葛参加費／無料
葛内容／○お茶を飲みながらの健康相談
○テーマにあわせた健康講話、簡単な
運動　○健康チェックコーナー
葛対象者／町内にお住まいの方
葛持ち物／仙台大学健康ポイントカード
（すでにお持ちの方のみ）
※動きやすい服装でお越しください。

■問  仙台大学　スポーツ健康科学研究実
践機構　緯・思55-1304

　バーベキューコンロとダッチオーブンを使って、ダイナミックなピザ焼きに挑戦。
野外活動を楽しくするワザを親子で体験します。一緒に絶品ピザを作ってみよう！
葛日時／9月21日（土）9：30～13：30　  　葛場所／船岡生涯学習センター
葛対象／父親と小学生のお子さん　　　　葛募集人数／12組
葛参加費／親子で600円（保険代含む）　葛内容／ピザ作り、食育クイズなど
葛持ち物／エプロン、三角巾、軍手、筆記用具、タオル、水筒、上靴
葛申込期限／9月10日（火）※定員になり次第締め切ります。
■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

　震災の復旧・復興を願い“出会い　あ
りがとう”をテーマに会員それぞれの思
いを作品にしました。
葛日時／ 8月22日（木）～ 25日（日）
　9:00～16:00（最終日14:30）
葛場所／しばたの郷土館　※入場無料
■問  仙南現代墨書展実行委員会
　（村上）

　介護者同士、お茶を飲みながら気楽に
おしゃべりしませんか。事前申し込みは
不要です。お気軽にご参加ください。
葛日時／9月4日（水）13：30～15：00
葛場所／柴田町地域福祉センター
葛参加費／100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340

会員募集

全日本空手道連盟  柴田和道会

｢健康Café｣を開催します

場　　所日　時

船岡生涯学習センター毎週火曜日　
19:00～21:00

船岡体育館毎週土曜日
18:00～21:00

テーマ日程
残暑を乗り切ろう！9月4日㈬
食欲の秋！肥満予防9月11日㈬

　今年は、計量器の定期検査を実施する年です。計量器の定期検査は、計量法に基づ
き2年ごとに県計量検定所が行なうものです。定期検査は受検しないと罰せられます。
必ず受検しましょう。

　
葛対象計量器（はかり）／○取引・証明に使用しているもので、商店（宅配便取扱店
など含む）、会社、工場、病院（薬局など含む）、学校（教材用は除く）などで使用
しているもの　○農家が農産物直売所などで重さを表示し、販売や行商に使用して
いるもの
葛検査手数料／検査当日に会場で現金納付となります。
■問  商工観光課　緯55-2123　県計量検定所　緯022-247-1641

　　　新米（ひとめぼれ）を予約販売！

暮らしの中の書作品

第10回仙南現代墨書展

場　　所日　　時
船岡体育館9月18日（水）10:00～14:30

槻木生涯学習センター9月19日（木）10:00～14:30

第13回バンドフェスタinしばた



●5お知らせ版第729号

柴田高校文化祭

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

敬老の日 キッズクッキング教室

■問  柴田町図書館　緯86-3820　思86-3821 
　Ｅメール：library@town.shibata.miyagi.jp

8月・9月のお話し会　11：00～12：00※申込不要
葛日時／8月17日（土）、24日（土）
　　　　 9月 7日（土）、14日（土）、21日（土）、28日（土）
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
　
■開館時間／平日：10:00～19:00　土・日曜日、祝日：10:00～17:00
■8月の休館日／19日（月）、26日（月）、30日（金）
■9月の休館日／2日（月）、9日（月）、17日（火）、24日（火）、30日（月）

葛日時／9月2日（月）　9：30～（予定）
葛場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階
葛手続き／傍聴席入口にある傍聴人受付票
に氏名などを記入し提出してください。
葛日程／

　
※以後の日程については、議案の内容により
決定します。

■問  議会事務局　緯55-2136

　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（日））。

■問 ■申  柴田町東西対抗歌祭実行委員会事務局（関）　

　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）　

　柴田高校文化祭（柴高祭）を開催しま
す。ぜひご来場ください。
葛日時／8月31日（土）9：30～14：30
葛場所／柴田高校
葛テーマ／「駆け抜けて青春」　　　　
■問  柴田高校（酒井）　緯 56-3801

　おじいちゃん、おばあちゃんに感謝の
気持ちを込めて、手作りお菓子とメッ
セージカードを贈りませんか。
葛日時／9月7日（土）9:30～12:00
葛場所／船岡生涯学習センター
葛対象／小学生のお子さんと保護者
葛募集人数／10組（先着順）
葛参加費／1組1,000円（材料代）
葛持ち物／エプロン、持ち帰り用容器
葛申込期限／8月23日（金）
■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520

　ギャラリー展示案内　

○押し花グループ｢夢｣作品展
　身近な草花、野菜などを押し花にして楽しんでいるグループです。自然の
色・形を大切にしています。教室の日が待ち遠しく、高齢の方も若い仲間と和
気あいあい楽しんでいます。展示期間中の24日には体験会も実施します。ど
うぞお越しください。
葛展示期間／8月20日（火）～9月1日（日）　15:00まで

○「押し花」体験会（はがき、ほか）
葛日時／8月24日（土）10：00～14：30　　
葛参加費／100～200円　　葛定員／15人（当日先着順）

　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。
※申込不要　小学生は保護者付き添い
葛日程／8月17日（土）10：00～17：00（時間内の出入り自由）　葛参加費／無料

■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@town.shibata.miyagi.jp

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」

町政報告、一般質問9月2日㈪
一般質問9月3日㈫～4日㈬

平成25年度 柴田町議会
9月会議 傍聴のご案内
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主な行事日学　校
夏休み作品展2～5船岡小学校

☎55-1064 遠足（4年生）13
修学旅行（6年生）25～26
祖父母参観13槻木小学校

☎56-1029 宿泊学習（5年生）26～29
振替休業日（5年生）30
夏休み作品展3～6柴田小学校

☎56-1430 祖父母参観5
修学旅行（6年生）26～27
開校記念日1船迫小学校

☎55-5394 宿泊学習（5年生）19～20
校内美術展
フリー参観26～30

夏休み作品展8/30～6西住小学校
☎53-3227 校内水泳記録会2

蔵王ふれあい合宿
（5年生）11～13

修学旅行（6年生）26～27
夏休み作品展2～4東船岡小学校

☎55-1811 遠足、社会見学
（1～5年生）12

修学旅行（6年生）26～27
振替休業日2船岡中学校

☎55-1162 校内弁論大会6
修学旅行（3年生）10～12
修学旅行（3年生）10～12槻木中学校

☎56-1331 田沢湖合宿（2年生）11～12
職場見学（1年生）11
修学旅行（3年生）11～13船迫中学校

☎54-1225 職場体験学習(2年生)11～12
農業体験学習(1年生)12～13
郡駅伝大会4中学校共通
実力テスト（3年生）28
郡新人大会28～29
振替休業日30

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：8月6日（火）】
測定値測定値
0.07船岡生涯学習センター0.07柴田町役場
0.07船迫生涯学習センター0.06槻木生涯学習センター
0.07西住公民館0.08農村環境改善センター

※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：8月7日（水）】
測定値測定値測定値
0.06西住小学校0.10船迫小学校0.08船岡小学校
0.06柴田小学校0.10槻木小学校0.05東船岡小学校
0.08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0.06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：8月8日（木）】
測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.12槻木保育所0.07船岡保育所
0.06西住児童館0.10三名生児童館工事中柴田児童館

※毎週1回測定0.10むつみ学園0.06船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：8月5日（月）】
測定値測定値測定値
0.05剣崎公園0.11白幡児童遊園0.07並松公園
0.08船岡城址公園0.07舘前緑地0.08下名生児童遊園

※毎週1回測定
【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

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：8月5日（月）】
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0.3）
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

◎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）　緯55-2113、教育総務課（学校施設）　緯55-2134
　 子ども家庭課（児童福祉施設）　緯55-2115、都市建設課（公園）　緯55-2121
　 上下水道課（水道水）　緯55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122

（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22日カボチャ
100不検出7月22日キュウリ

※検査は県農林水産部

　廃棄物の不法投棄は、法律で禁止され
ており、わたしたちの生活環境の破壊に
つながります。違反した場合は、懲役ま
たは罰金刑に処されることがあります。
町では看板の設置や巡回パトロールなど
を実施し、不法投棄防止を図っています。
快適な環境保全のため、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  町民環境課　緯55-2113

　県民大学の受講生が、柴田町のために
企画した講座が開催されます。この機会
に新しい柴田町や懐かしい柴田町を発見
しませんか。ぜひお友達とご一緒にお越
しください。
葛日時／9月10日（火）
　10：00～12：00（開場9：45）
葛場所／船迫生涯学習センター　ホール
※時間内自由参加、入場無料

■問  生涯学習課　緯55-2135

　性犯罪被害専用電話「けやきホットラ
イン」を開設し、性犯罪に遭われた方や、
その家族の相談に応じます（秘密厳守）。

けやきホットライン緯 ０ １ ２ ０ - ５ ５ ６ - ４ ６ ０
※㈳ みやぎ被害者支援センターは、弁護士、
医師、臨床心理士等で構成されています。

こ  こ  ろ フォロー

みやぎ県民大学

生涯学習支援者養成講座受講生 企画講座
～故郷の魅力再発見！ in 柴田町～

㈳㈳㈳㈳㈳㈳㈳㈳㈳㈳みみみみみみみみみみややややややややややぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ被被被被被被被被被被害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタ㈳みやぎ被害者支援センターーーーーーーーーーー

けけけけけけけけけけややややややややややききききききききききホホホホホホホホホホッッッッッッッッッットトトトトトトトトトけやきホットララララララララララライイイイイイイイイインンンンンンンンンンイン 開開開開開開開開開開 開設設設設設設設設設設設
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