
お知らせ版平成25年4月15日

広報しばた・お知らせ版・第721号・柴田町役場まちづくり政策課・柴田町船岡中央2丁目3-45（☎54-2111）
　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

　「子どもの読書活動の推進に関する法律」によ
り、4月23日は「子ども読書の日」と定めてい
ます。これは、国民の間に広く子どもの読書活
動についての関心と理解を深めるとともに、子
どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために設けられたものです。

 4月23日（火）～5月12日（日）はこどもの読書週間
　幼少の時から書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、物事を正しく判断する力
をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか…。子どもに読書を
勧めるだけではなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、それが「こ
どもの読書週間」です。この機会にご家庭で一緒に読書してみませんか！　きっとド
キドキするような本との出会いがあるかも！

 毎月23日は「ノーテレビ・ノーゲームデー」です！　
　町と柴田町子ども読書活動推進会議では、子どもの読書活動の推進を図るため｢第2
次柴田町子ども読書活動推進計画｣を平成23年4月1日に策定し、家庭読書の目標を
毎日15分、読み聞かせの目標を週3回（1回15分以上）としています。また、毎月
23日を「ノーテレビ・ノーゲームデー」と定めました。家庭での読書や読み聞かせ、
家族とのコミュニケーションを深めるなど、忙しい中にも時間を作って過ごしてみま
しょう。心の豊かさが大切です。この機会にご家族で少し時間の使い方を相談してみ
ましょう。家庭でのご理解とご協力をお願いします。食後の一家団らんのひとときに、
家族そろって本を読みませんか。

■問  生涯学習課　緯55-2135
　図書館おすすめの児童書をピック
アップして展示します。どうぞご利用
ください。葛展示期間／4月23日（火）～5月31日（金）
※図書館はゴールデンウィーク期間中も開
館しています。

　平成25年度より「子宮頸がん予防ワクチン接種」「ヒブワクチン接種」「小児用肺炎
球菌ワクチン接種」が予防接種法に基づく接種となりました。接種の際には、新しい
「平成25年度予診票」が必要です。接種対象の方で、平成25年度の予診票をお持ちで
ない方は、お早めに予診票の手続きをお願いいたします。葛対象など／
■問  健康推進課　緯55-2160 葛日時／4月21日（日）10：00～16：00

　　　　（雨天中止）葛場所／船岡城址公園　三の丸広場
■問  舟山　持　ち　物対　　　象種　　　類

①母子健康手帳
②町からの通知・希望調書（初めて接
　種される方）
③平成24年度予診票（手元にある方）

中学1年～高校1年生
相当の女子子宮頸がん予防ワクチン

①母子健康手帳
②事前に配布された予診票2カ月～4歳11カ月児

ヒブワクチン
小児用肺炎球菌ワクチン

　「お母さんに気軽に読んでほしい児
童書」「お子さんに読んでほしい絵本」
をテーマとしたブックトークです。終
了後は「読み聞かせ」を行います。ぜ
ひ親子でご参加ください。葛日時／4月27日（土）
　　　　10:30～11:30、13:30～14:30葛場所／柴田町図書館の児童書コーナー
■問  柴田町図書館　緯86-3820
　槻木生涯学習センターでは、月1回
絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊び、
歌などお話し会を開催しています。ぜ
ひ親子でご参加ください。葛日時／4月24日（水）10:30～11:00葛場所／槻木生涯学習センター
■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997
バンドフェスタinさくらまつり
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　厚生労働大臣より2月27日、民生委員・児童委員および主任児童委員が新たに委嘱
されました。生活上のことや、子どものこと、福祉に関することなど担当地区の民生
委員・児童委員にご相談ください。葛民生委員・児童委員／葛主任児童委員／
　

■問  福祉課　緯55-5010葛募集人数／1人葛勤務先／町立第一幼稚園葛職務内容／幼児保育葛雇用期間／平成25年5月1日～平成
26年3月31日葛対象／幼稚園教諭の資格を有するお
おむね50歳までの方葛勤務条件／勤務時間など毅月曜日～金曜日 8：30～17：15の
内7時間以内（月116時間以内）毅賃金　時給930円　毅雇用保険に加入葛募集人数／2人　　葛勤務先／町内小学校葛職務内容／学校事務補助、給食業務
および環境整備など（学校で行う業
務全般支援）葛雇用期間／平成25年5月1日～10
月31日葛対象／65歳未満の方葛勤務条件／勤務時間など毅月曜日～金曜日 8：15～17：15の
内7時間45分毅賃金　日額5,813円（時給750円）毅社会保険および雇用保険に加入毅通勤手当　無葛申込方法／履歴書に必要事項を記入
の上、教育総務課へお持ちください。葛申込期間／4月15日（月）～24日（水）
8：30～17：15（土・日曜日を除く。）葛選考方法／面接を行います。詳しく
は、申し込みの際に説明します。
■問  教育総務課　緯55-2134 　町の魅力をＰＲするため、30秒間のＣＭ制作を行うスタッフを募集します。葛活動期間／5月中旬～10月下旬葛内容／ＣＭの企画・立案から撮影・編集に関わる一連の制作作業をしていただきます。

制作したＣＭは柴田町のＰＲへ生かしていきます。なおボランティアスタッフは無
報酬となります。葛申込方法／まちづくり推進センター（ゆる．ぷら）へ直接申し込みください。葛申込期限／5月10日（金）
■申 ■問  まちづくり推進センター（イオンタウン内）　緯86-3631葛日時／4月26日（金）、5月24日（金）

　　　　日の出から日の入りまで葛区域／市街地を除く町内全域葛重点地区／白石川（中名生下流域）、阿
武隈川、農業用ため池葛対象鳥獣／カラス、カルガモ葛捕獲方法／だいだい色の腕章を付け、
鳥獣捕獲許可証を携行した有害鳥獣捕
獲隊員が銃器で捕獲します。

■問  農政課　緯55-2122 　町では、「まちづくり提案制度」により町へ提出された提案について審査をしていた
だく、まちづくり提案審査会委員を募集します。葛応募資格／次のすべてに該当する方毅町内に住民登録をしている方または町内へ通勤通学している18歳以上の方（年齢
は平成25年4月1日現在）毅平日の日中に開催する年3回程度の審査会に出席できる方 毅町が設置した審議会などの委員ではない方（平成25年4月1日現在）  毅柴田町議会議員および柴田町職員ではない方 葛募集人数／2人以内葛任期／委嘱の日から平成27年3月31日まで葛応募方法／応募用紙に必要事項を記入し、直接または郵送によりまちづくり政策課
へ提出してください。 

※委員は無報酬となります。
※応募用紙は、まちづくり推進センター、まちづくり政策課、槻木事務所および生涯学習セン
ターで配布するほか、町ホームページでダウンロードできます。葛選考方法／応募書類により審査します。葛募集期間／4月16日（火）～5月15日（水）
■申 ■問  まちづくり推進センター　緯86-3631　〒989-1611上名生字新大原194-1
　　 まちづくり政策課　緯54-2111　〒989-1692船岡中央2丁目3-45
ＣＭ制作ボランティアスタッフ募集

柴田町まちづくり提案審査会委員を募集します

有害鳥獣捕獲のお知らせ

臨時幼児保育支援員を募集します

臨時学校事務等補助員を募集します
（震災等緊急雇用対応事業）

民民民民民民民民民民生生生生生生生生生生委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員・・・・・・・・・・児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員、、、、、、、、、、主主主主主主主主主主任任任任任任任任任任児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童委委委委委委委委委委民生委員・児童委員、主任児童委員員員員員員員員員員員が変わりました
連絡先氏　名担当地区行政区 緯55-2322千葉　まさ子西船迫1丁目(13.14除く）29Ａ 緯54-1228菊地　桂子西船迫4丁目全域29Ｄ

連絡先氏　名担当地区地区 緯55-2015佐藤　峰子船岡中学校区船岡地区
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■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040子育て支援センターに遊びにきませんか
　20歳を過ぎると学生の方も国民年金に加入しなければなりません。学生の方は一
般的に所得がなく納付が困難なため、申請により国民年金保険料の納付が猶予される
「学生納付特例制度」が設けられています。申請は年度ごとに行う必要があります。
　平成24年度に学生納付特例に該当した方のうち、平成25年度も引き続き同じ学校
に在学予定としていた方に申請用紙(はがき形式)を送付しています。同封の記入例
を確認の上、4月中に提出してください。（在学証明書や学生証の写しの添付は必要あ
りません。）この申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害につ
いて、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。
　在学している学校に変更のある方は、改めて在学の事実などについて確認する必要
があるため、郵送するはがき形式の申請書では申請することができません。詳しくは、
健康推進課または大河原年金事務所へご相談ください。
　なお、申請書用紙（はがき形式）が送付された方で、平成25年度については学生納
付特例制度を利用せず、保険料の納付を希望する場合は、納付書を送付いたしますの
で、大河原年金事務所にご連絡ください。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113、健康推進課　緯55-2114 ■こんなとき…　はご相談ください
①訪問販売や電話勧誘で契約したけれど、
やっぱりやめたい。
②高額賞金が当たったという封書が届い
たが、信用できるか。
③注文した覚えのない商品を今から送る
と言われた。
　消費生活相談窓口では、相談員が内容
をよくお聴きしたうえで、助言や斡旋、
適切な窓口の紹介などを行い、トラブル
解決に努めています。相談の秘密は守ら
れますので、お気軽にご相談ください。
また、不審な電話があった、不審な封書
が届いた、こんな訪問販売があったなど、
皆さんからの情報もお待ちしています。葛相談日時／毎週火・水・金曜日
　　　　　　9：00～16：00葛場所／役場1階　町民相談室
■問  町民環境課　緯55-2113

　子育て支援センターは、町内にお住ま
いの親子ならどなたでも自由に利用でき
る交流の場です。スタッフによる遊びの
提供や子育て相談なども実施しています
ので、ぜひご利用ください。葛開放日時／毎週月曜日～土曜日（祝祭
　日、年末年始は除く）
　9：00～12：00、13：00～17：00
※子育て支援センターでは、来所相談のほか、ダイヤル相談も行っています。
※『移動なかよし広場』や『一緒に遊ぼう』についてはお知らせ版を確認して参加してくだ
さい。

　妊娠は初めての方、何度か経験した方
…喜びや楽しみと共に、悩みや不安もあ
ると思います。妊婦さん同士の交流を通
して、健康に妊娠期を過ごせる様、一緒
に体験しませんか？（予約不要）葛日時／4月18日（木）9：30～11：40
　　　　（受付時間9：00～9：20）葛場所／保健センター　1階葛内容／ママ体験（胎児人形抱っこ体験
など）、妊娠中の食生活（おやつの試食
など）、歯の手入れについて、妊婦生活
についてみんなで語ろう！葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160
にこにこマンマ離乳食

「消費生活相談窓口に    相談してください！」

ようこそ赤ちゃんセミナー（プレママコース）葛日時／5月16日（木）10：15～11：30
　　　　（受付時間10：00～10：15）葛場所／保健センター2階葛内容／離乳食講話と試食、家庭教育講
話、個別相談（希望者）葛対象／生後5～10カ月の乳児と保護者葛定員／15組　葛申込期限／5月9日（木）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160子育て育児サークルに参加しませんか

　初めての方は、まず、子育て支援センターにお問い合わせください。

　葛開催時間／10：00～12：00（各サークル共通） 主な内容場　　所開催日サークル名 自由遊び・季節の行事槻木生涯学習センター第1・3金曜日おっぱいクラブ 自由遊び子育て支援センター隔週火曜日にこにこ 自由遊び・季節の行事船迫公民館第2・4金曜日ぷにぷに　babies&kids 季節の行事西住公民館第1・3金曜日ちょうちょ 自由遊び・季節の行事船迫公民館第2・4水曜日ポップ 自由遊び・季節の行事子育て支援センター第2・4木曜日チェリー
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　今年度も多彩なメニューを用意していますので、ぜひご利用
ください。葛日時／祝日および年末年始を除く9：00～21：00の時間帯で、
1講座あたり2時間以内とします。葛場所／町内とし、申し込み者が用意してください。葛対象／町内に在住、在勤または在学する10人以上で構成され
た団体やグループなどです。葛受講料／無料　※ただし、講座の内容により材料費など、実費を負
担していただくこともあります。

葛申込方法／受講希望日の2週間前までに、受講申込書をまち
づくり政策課またはまちづくり推進センターへ提出してくだ
さい。葛その他／講座申込書およびメニューの内容を紹介しているパ
ンフレットは、まちづくり政策課およびまちづくり推進セン
ターで配布しています。町のホームページからダウンロード
することもできます。

※講座担当課などの業務の都合などで、ご希望の受講日時に沿えない
場合がありますので、ご了承ください。

担当課など講座名分類分野担当課など講座名分類分野

農業委員会
事務局

農業者年金制度について
農林業

産業
・
建設

総務課防災講座
安全
・
安心

くらし

農地制度についてまちづくり
政策課

交通安全教室
　交通事故にあわないために

都市建設課
道路のおはなし

建設

みんなでつくろう！
　安全・安心なまちづくり

しばたの都市計画税務課暮らしと税金税

上下水道課
水道事業について

上下水道
総務課やさしい選挙の話選挙

下水道事業について
町民環境課

ごみ分別とごみ減量・資源化につ
いて環境

教育長
（教育総務課）柴田町の教育について教育全般

教育
・
文化

消費者トラブルにあわないため
に

消費
生活

教育総務課

教育方針および重点事業につい
て

教育健康推進課

知っておきたい年金制度年金

学校教育の現況と課題について私たちの国民健康保険・後期高齢
者医療制度

保険
医療

健康
・
福祉

児童・生徒の安全対策について歯の健康教室

健康
生涯学習課

協働教育プラットフォーム事業
について子どもの健康の話

楽しい子ども会高齢者の心の健康のお話

子ども読書活動推進計画につい
て高齢者の体の健康のお話

生涯学習課
（図書館）

図書館のこと成人の健康のお話

お話し会食事を楽しもう

生涯学習課
（スポーツ振興室）ニュースポーツ体験スポーツ

福祉課

はじめましょう介後予防教室

介護
生涯学習課サークルをつくろう文化認知症サポーター養成講座

生涯学習課
（しばたの郷土館）

柴田町の歴史と文化財に親しも
う

歴史・
文化財介護保険のしくみと役割

町長（総務課）町政について町政
全般

町の
運営

だれでもできる介護技術（初級
編）

財政課町の財政について行財政子ども家庭課子育て支援について子育て

まちづくり
政策課

広げよう！参加と協働のまちづ
くりまちづくり商工観光課柴田の観光とまつり観光

産業
・
建設

男女共同参画について男女共同

農政課

農業者戸別所得補償制度

農林業 議会事務局議会のしくみ議会議会農業振興地域整備計画について

森林（もり）のはなし ■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111
　　  まちづくり推進センター　緯86-3631
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　初心者大歓迎です！　新しい自分と出会ってみませんか。申し込みは、直接または電話により各施設へお願いしま
す。その際には、住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。葛申込期間／4月17日（水）～27日（土）　　葛受付時間／9：00～17：00　（日・月曜日は受け付けできません。）
※定員になり次第締め切ります。事情により内容などが変更となる場合があります。
※今回、お知らせしている教室以外は、その都度お知らせ版で募集します。
※下半期(10月～3月)の事業については、9月1日号のお知らせ版で募集します。

■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997
開催日時期　　間参加料内　　　　　容対象・人数教室名・会場
月1回開催
日時はその都度
お知らせします

6月～11月
（6回）必要経費実費

高齢者が生きがいを持って潤いのある生活を送
ることを目指し、講話や社会見学、体験実習な
どを学習します。

65歳以上
50人

豊齢者教室
　槻木生涯学習センター

木曜日
13:30～15:305月～3月必要経費実費「健康で豊かな生活を送るために」をテーマに、

気軽に始められる社交ダンスを学びます。
60歳以上
30人

シルバーダンス教室
　槻木生涯学習センター

第4金曜日
9:30～12:00

5月･6月･7月･
9月（4回）無料庭木の 剪定 技術を習得します。庭師の技を身に

せんてい

つけて、ご自宅の景観を良くしましょう。
町民
20人

我が家の庭づくり講座
　農村環境改善センター

6月22日（土）
11月9日（土）
10:00～12:00

6月・11月無料健康で生きがいを感じられるよう、日常生活に
役立つ講話や軽運動を実習します。

町民
20人

いきいき健康講座
　農村環境改善センター

第3水曜日
9：30～12：00

6月･7月･9月･
11月（4回）材料費実費

家庭生活において実際に役立つ「技」を身につ
けます。
網戸張りや障子貼りなど

町民
15人

とうちゃん・かあちゃんの技磨き
　槻木生涯学習センター

土曜日
9:30～12:00

9月･10月
（2回）材料費実費クラフトバンドでカゴを作るなど、創作活動を

通して生涯の趣味を見つけます。
町民
20人

地域デビュー・癒しの創作教室
　槻木生涯学習センター

金曜日
15:00～17:00

5月～9月
（12回）　

13,000円（大人）　
12,000円（小学生）

初心者を対象に、日本古来の書について学びま
す。

小学生以上
30人

書道教室
　農村環境改善センター

詳細は後日の
お知らせ版に
掲載　　　　

9月～11月
(8回)

500円
（保険代）

ハイキングに訪れる皆さんに自然を満喫してもら
うため、里山ハイキングコースについて、案内でき
る方を養成します。柴田町の歴史を学び、県イン
ストラクターの講師と一緒に里山ハイキングコー
スを歩き案内するノウハウを学びませんか。

町民
20人

里山ハイキング
「案内人養成講座」
　槻木生涯学習センター

8月
（1回）見学実費天文台を見学し、宇宙や天体について学びま

しょう。
小学生
20人

天文台へ行ってみよう
　槻木生涯学習センター

8月
（1回）材料費実費物づくりの楽しさを学び、子ども達の想像力を

豊かにします。
小学生
15人

夏休み子ども工作教室
　槻木生涯学習センター

8月･11月
（2回）材料費実費地元で採れた野菜を使って、旬の味覚を楽しみ

ます。
町民
20人

地産地消の料理体験教室
　槻木生涯学習センター

■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520　№1
開催日時期　　間参加料内　　　　　容対象・人数教室名・会場
第3水曜日
9:30～11:30
管理作業日有り

5月～11月
（7回）材料費実費

野菜の植え方や土づくり、管理の仕方を学び、成長や
収穫の喜びを実感しながら収穫した野菜や地元の食材
などを使った料理法や食の安全安心を学習します。

成人
15人

暮らしを楽しむ野菜づくり
　船岡生涯学習センター

第4木曜日
13:30～15:00

6月～11月
（6回）運営費500円

生活の中に潤いと趣味を広げるために簡単なレ
クリエーションを取り入れた楽しいフォークダ
ンスを開催します。

成人
20人

レクリエーションと
フォークダンスを楽しもう
　船岡生涯学習センター

第1木曜日
9:30～11:30

6月～11月
（6回）必要経費実費

団塊世代の方を対象に｢元気で地域に根差した生活｣を送る
ため介護予防・健康講話、軽スポーツの体験、視察研修など
を通して地域の方々と親睦・交流して楽しく学習します。

成人
25人

団塊世代の元気塾
　船岡生涯学習センター
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■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011
開催日時期　　間参加料内　　　　　容対象・人数教室名・会場

第4水曜日
9:30～11:00

5月～2月
（10回）

運営費
1,000円

移動研修費実費

一人一人が目標を持って楽しく暮らすことを
テーマに、一緒に学ぶ仲間と講話や社会見学、
体操・歌唱コンサートといった体験学習を毎回
楽しく行います。「さあ、部屋にばかりいないで、
身支度をテキパキとして生涯学習センターへ出
掛けよう！」

65歳以上
100人

高齢者教室（豊齢者教室）
　船迫生涯学習センター

毎週金曜日
15:30～17:00

5月～3月
（30回）

保険料など
1,000円

放課後、家でひとり遊びをしている子どもたち
に、安全で楽しい活動場所を設け、異年齢の集
団での遊びを体験しながら社会性、協調性を育
てていきます。｢ゲーム機を置いて生涯学習セ
ンターへ早くおいで！｣
（協力：仙台大学レクリエーション部）

児童クラブ
に登録して
いない船迫
小学区の小
学生20人  

子ども広場
　船迫生涯学習センター

詳細は後日の
お知らせ版に
掲載　　　　

7月14日、15日
(1泊2日)
川崎町

3,000円

自然に囲まれた中で仲間たちと協力して生活し、
めいいっぱい遊ぶ。夜はこぼれてきそうな星空
を眺めながらキャンプファイヤー。いろいろな
ことにチャレンジしながら仲間を思いやる心を
身につけていきます。
（キャンプファイヤー、テント宿泊、野外炊飯）

小学4年生
25人

自然体験キャンプ
　船迫生涯学習センター

7月13日（土）
　　20日（土）無料

一般に広く普及している「ゆかた」を、夏のイ
ベントなどに気軽に着こなせるよう、着付の技
術を習得しましょう。
（講師：新装きもの学院一級講師　佐藤栄子 氏）

町民
20人

ゆかたを着て夏祭りに行こう
　船迫生涯学習センター

夏休み実費

日本伝統の茶道を身近に感じてもらえる「七夕
茶会」を夏休みに開催します。和室での作法を
学びながら楽しく体験してみませんか。
（講師：茶道裏千家準教授　高橋会子 氏）

小学生夏休み体験茶会「七夕茶会」
　船迫生涯学習センター

■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520　№2
開催日時期　　間参加料内　　　　　容対象・人数教室名・会場

第2木曜日
13:30～15:00

6月～12月
（6回）

運営費500円
移動研修費実費

「健康で潤いのある生活」を送ることを目指して、介護予
防・健康講話や社会見学、レクリエーションなどを体験・
学習しながら教室生と楽しく親睦交流をおこないます。

65歳以上
35人

いきいき教室
　船岡生涯学習センター

土曜日の午前に
開催予定。詳細
は後日のお知ら
せ版に掲載　　

9月
（1回）材料費実費

「敬老の日」おじいさん、おばあさんに日ごろの
感謝の気持ちを「手作りお菓子」と「メッセー
ジカード」に込めてプレゼントするために開催
します。

小学生と
保護者
10組

｢敬老の日｣
キッズクッキング教室
　船岡生涯学習センター

詳細は7月の
お知らせ版に
掲載　　　　

7月
(午後上映)無料

大型スクリーンに映し出される迫力のある映像で名作
映画鑑賞を体感しながら子どもたちと地域の交流や心
豊な情操をはぐくむことを目的に開催します。

幼児・小学生
（保護者）

夏休みこども映画会
　船岡生涯学習センター

■申 ■問  しばたの郷土館　緯55-0707
開催日時期　　間参加料内　　　　　容対象・人数教室名・会場

金曜日
9:30～12:00

6月～7月
（8回）

材料費
2,000円

拓本の採集方法や道具の作り方を学習します。
指導：柴田町拓本の会

町民
5人

拓本づくり体験学習
　しばたの郷土館

毎月第2木曜日
14:00～16:006月～3月資料代

2,000円
古文書を使い、解読技術を学びます。
　講師：日下龍生氏

町民
5人

古文書解読ボランティア養成講座
　しばたの郷土館

毎月第2土曜日
13:30～16:005月～3月資料代

2,000円

「古文書なんて読めない！」とお思いのあなた、
でも、じっくり見ると読めるものです。自分の
目で新しい歴史を見つけてみませんか。
　講師：日下龍生氏

町民
5人

古文書に親しむ
　槻木生涯学習センター

毎月第2金曜日
14:00～16:005月～3月

参加費無料
単行本持参
視察は実費

新潮文庫山本周五郎作「樅ノ木は残った」を通
して講師日下龍生氏が史実に基づいて解説。
また、ゆかりの場所を訪ねます。
　講師：日下龍生氏

町民
20人程度

リレー朗読会
「樅ノ木は残った」を読む
　しばたの郷土館、館外視察
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柴田町スポーツ少年団の団員募集
　スポーツ少年団に学区はありません。新年度を機にスポーツにチャレンジしません
か。練習内容や日程、費用など、詳しくは各スポーツ少年団へ問い合わせください。

　地域の皆さんに、校舎と授業を公開し
ます。なお、学校には駐車場がないため、
お越しの際は、公共交通機関などをご利
用ください。（予約不要）葛日時／4月27日（土）9：20～12：00
※都合の良い時間にお越しください。葛場所／白石高等学校（白石市八幡町）葛持ち物／上履き
■問  白石高等学校　緯0224-25-3154

■申 ■問  スポーツ振興室（船岡公民館内）　緯55-2030　〒989-1602  船岡東1丁目2-65
開催日時期　　間参加料内　　　　　容対象・人数教室名・会場

毎週木曜日
13:00～14:30

5月～8月
（10回）

1,850円
（保険代）

町民が生涯にわたりスポーツに親しみ、健康で
明るく豊かな生活が送れることを目標に、今年
は初心者エアロビクスとバランスボールを取り
入れた肉体改造教室です。

町民
30人

体力づくり教室
　船迫公民館

毎週水曜日
①  9:30～10:45
②10:45～12:00

5月～10月
（16回）

1,850円
（保険代）

水中で有酸素運動を行い、体のつらい部分の機
能回復や心肺機能の向上を目的に実施します。
　・アクアビクス
　・アクアエクササイズ

町民100人
（1班50人・2班50人）
①  9:30～10:45
②10:45～12:00
※①、②交互に実施

水中トレーニング教室
　仙南総合プール

葛申込方法／往復はがきに郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希望教室名を記入して郵送（返信用には住所・氏名を記入）。葛申込期限／4月27日（土）（当日消印有効）
※応募多数の際は抽選します。　※平成25年度は、電話や直接の申し込みを受け付けできませんのでご注意ください。

　太陽の村にある望遠鏡で、月、木星、
土星と春の星座を観望します。葛日時／4月23日（火）19：00～20：00
　（悪天候中止）　※時間内自由参加です。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
■問  柴田町星を見る会（豊川） 

○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？　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
ふすま

り替え、家事援助、清掃など毅その他：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  ㈳柴田町シルバー人材センター
　緯58-7400
白石高等学校の学校公開

月・木星・土星と春の星座を見よう

柴田町シルバー人材センター
会員募集

■問  柴田町スポーツ少年団本部事務局（スポーツ振興室内）　緯55-2030
問い合わせ先スポーツ少年団名主な種目

大久保康治槻木FC（小学生男女）

サッカー
関　　宏一船迫FC（小学生のみ）

菅野　敏一FC.FRESCA（中学生のみ）

高橋　秀治船岡JSC（小学生のみ）
※サッカー以外の活動も予定。

佐久間　寛船迫小フェザンツ（小学生のみ）

野球

渡辺　京子船小イーグルス（小学生のみ）

佐藤　真治柴田ガルソン野球（小学生のみ）

松田　松男槻木スピリッツ野球（小学生のみ）

金子　清一東部ディアーズ（小学生のみ）

南條　充寿仙台大学柔道塾柔道

桜井　りか槻木S.Cバドミントン

岩間萬治郎柴田剣友会剣道

高橋　利男柴田町ラグビースクールラグビー

大沼　昌幸柴田町硬式空手道

空手道

立花　英夫柴田町空手道

大槻　廣志JGKA柴田

佐々木公士槻木空手道（年中児から加入可）

大沼　栄広秀練会拳聖空手船迫

工藤　　潔船迫チェリーズバレーボール

バレーボール 伊藤　政吉柴田サニーズ

尾形　孝二船岡ホワイトサンダーズ

横山真美子さくらバトンバトントワリング

鈴木　章夫さくらミニバスケットクラブ
（小学生のみ）バスケット

ボール
沢田　隆雄槻木バスケットボール（小学生のみ）
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　各行政区の健康推進員が、大腸がんと前立腺がんの検診を申し込まれた方に受診票
を配布します。検診は、町内指定医療機関での個別検診です。指定検診期間以外は受
診できませんので、早めに受診しましょう。なお、受診票が配布日までに届かない場
合はご連絡ください。葛検診期間／5月～11月（行政区を下記の7グループに分けて実施します）葛自己負担料／葛持ち物／受診票、自己負担料、大腸がん検診は便容器（5日以内の便2日分）を指
定医療機関にお持ちください。指定医療機関は受診票でご確認ください。
　
 検診の追加受付は5月24日まで
　申込書の未提出や3月以降の転入などにより申し込みをされていない方で、受診を
ご希望の方は5月24日（金）までに申し込みください。それ以降は、指定検診期間にか
かわらず受け付けることができません。十分ご注意ください。

　
※対象年齢は、平成26年3月31日現在の年齢です。
　
 精密検査・再検査は必ず受けてください
　町の検診を受けた結果は受診した医療機関から受け取りください。さらに詳しい検
査が必要と認められた方は、町の検診を受けた医療機関にご相談の上、必ず精密検査
または再検査を受けてください。

　
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
　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／4月29日（月）10：00～12：00、13：00～16：30　葛場所／ヨークベニマル柴田店　　葛内容／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
　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。事前の申し込み
は不要です。お気軽にご参加ください。葛日時／5月1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
　お知らせ版4月1日号（7ページ）に
掲載した「胃がん検診が始まります」の
4月25日（木）実施の場所に誤りがありま
した。
　正しくは下記のとおりです。訂正して
お詫びいたします。葛日時／4月25日（木）
　　　　（受付時間7：30～10：30）葛場所／船迫生涯学習センター、槻木生
涯学習センター

■問  健康推進課　緯55-2160
　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。本人とご家族のため
に、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／5月23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／5月2日（木）・30日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
アアアアアアアアアアアアルルルルルルルルルルルルココココココココココココーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相アルコール専門相談談談談談談談談談談談談談

思思思思思思思思思思思思春春春春春春春春春春春春期期期期期期期期期期期期・・・・・・・・・・・・引引引引引引引引引引引引ききききききききききききここここここここここここももももももももももももりりりりりりりりりりりり専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相思春期・引きこもり専門相談談談談談談談談談談談談談

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
 　母子・障害班　緯53-3132
お知らせ版の訂正とお詫び

受診票配布日指定検診期間対象行政区グループ
4月28日5月1日～31日7Ｂ、8、11Ｃ、12Ａ、14、23、26、271
5月28日6月1日～29日3、12Ｂ、17Ｂ、22、29Ｄ2
6月28日7月1日～31日6Ａ、6Ｂ、18Ａ、28、29Ａ3
7月28日8月1日～31日7Ａ、11Ｂ、11Ｄ、13、20、25、29Ｂ4
8月28日9月2日～30日5、9Ａ、15、18Ｂ、21、305
9月28日10月1日～31日2、9Ｂ、16、19、24、29Ｃ6
10月28日11月1日～30日1、4、10、11Ａ、17Ａ7

左記以外の方町国保加入者・75歳以上の方検診名
300円100円大腸がん検診　
400円200円前立腺がん検診

検査内容対象検診名
便により大腸内で出血がないかを検査40歳以上の方大腸がん検診　
採血により血液中の前立腺特異抗原値を測定50～79歳の男性前立腺がん検診

検査内容対象検診名
下剤などで腸内をきれいにし、大腸内視鏡で、
大腸の中を直接検査し、ポリープなどが発見
された場合は細胞の検査を実施

便潜血反応検査で
陽性となった方　

大腸がん検診
精密検査

前立腺特異抗原値の再検査、前立腺の触診、
超音波検査、前立腺の細胞の検査など、受診
者の状態により専門医が判断し実施

前立腺特異抗原値
が4.01ng/ml以上

前立腺がん検診
再検査
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（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：4月2日（火）】

測定値測定値
0.08船岡生涯学習センター0.08柴田町役場

0.08船迫生涯学習センター0.08槻木生涯学習センター

0.09西住公民館0.09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：4月3日（水）】

測定値測定値測定値
0.07西住小学校0.12船迫小学校0.11船岡小学校

0.07柴田小学校0.12槻木小学校0.07東船岡小学校

0.09槻木中学校0.13船迫中学校0.10船岡中学校

0.07たんぽぽ幼稚園0.14浄心幼稚園0.08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：4月4日（木）】

測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.13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0.13柴田児童館

※毎週1回測定0.11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：4月8日（月）】

測定値測定値測定値
0.05剣崎公園0.13白幡児童遊園0.09並松公園

0.09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

【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：4月1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　　※検査は宮城県企業局

◎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）　☎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：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3月21日ほうれんそう
（露地）

※検査は宮城県農林水産部

公共職業訓練受講生募集

　5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／5月16日（木）、24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
　広報しばた4月号に誤りがありました。
正しくは下記のとおりです。訂正してお
詫びいたします。

■平成25年度予算の概要（7ページ）
 歳出を性質別に分類すると…

　

　
■こうほう文芸（18ページ）
　掲載にあたり誤りがありました。深く
お詫び申し上げます。
誤）悪口ほどつたへられないもどかしさ
正）無口ほどつたへられないもどかしさ

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活保保保保保保保保保保保保生活保護護護護護護護護護護護護護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窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口開開開開開開開開開開開開相談窓口開設設設設設設設設設設設設設葛コース／①電気・情報通信工事科 ②電
気設備施工科 ③ビル設備サービス科葛期間／6月4日（火）～11月28日（木）葛場所／ポリテクセンター宮城名取実習場葛定員／①②15人、③18人葛受講料／無料（テキスト代、作業服代
は自己負担）葛申込期限／4月23日（火）

※公共職業安定所を通じてお申し込みください。

■問  ポリテクセンター宮城名取実習場
　訓練課　緯022-784-2820
広報しばたの訂正とお詫び

（正）（誤）区分 対前年比対前年比
△ 0.1△ 1.7人件費
△ 11.8△ 2.1物件費
38.0△ 72.6維持補修費
8.8△ 6.0扶助費
5.39.4補助費等

△ 53.441.9投資的経費
△ 12.2△ 3.6公債費
0.0△ 53.8積立金

△ 14.756.7貸付金
3.8△ 1.9繰出金
100.00.0予備費
△ 9.83.5合　計
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主な行事日学　校
運動会18船岡小学校

☎55-1064 振替休業日20
家庭訪問22～29
運動会18槻木小学校

☎56-1029 振替休業日20
体力テスト29
第1回奉仕作業6柴田小学校

☎56-1430 柴小地区合同大
運動会18

運動会予備日19
振替休業日20
午前授業2船迫小学校

☎55-5394 弁当の日15
運動会18
振替休業日20
一斉下校1西住小学校

☎53-3227 合同運動会18
振替休業日20
運動会18東船岡小学校

☎55-1811 振替休業日20
家庭訪問27～31
学力検査1船岡中学校

☎55-1162 自然体験学習
(1年生)21～22

郡中総体激励会28
午前授業2槻木中学校

☎56-1331 校外学習（1年生）15
郡中総体激励会30
午前授業2船迫中学校

☎54-1225 生徒総会14
郡中総体激励会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。

■平成25年3月31日付退職者
○村上正広（会計課）○大久保政一（都市建設課）○加藤克之（上下水道課）○加茂
和弘（生涯学習課）○仙石恵子（船岡保育所）○熊谷優子（西船迫保育所）○大宮正
博（槻木生涯学習センター）○鈴木達哉（船迫生涯学習センター）○卯花きよみ（し
ばたの郷土館）○村木辰夫（船岡保育所）○加藤嘉昭（農政課）○角田とき子（母子
生活支援施設山下荘）
　
■平成25年4月1日付異動者（補佐級以上、派遣および新規採用者のみ掲載）
【会計課】○会計管理者兼会計課長・松崎　守（総務課）　【総務課】○課長・水戸
　敏見（財政課）○危機管理監兼防災班長・小玉　敏（子ども家庭課）○課長補佐
（総括班長兼行政班長）・鈴木　仁（健康推進課）○課長補佐（仙南地域広域行政事務
組合派遣）・佐藤　芳（まちづくり政策課）○課長補佐（みやぎ県南中核病院企業団派
遣継続）・安彦秀昭○主幹（山元町派遣）・鈴木達哉（再任用）○主事（山元町派遣継
続）・平間隆志　【まちづくり政策課】○地域再生対策監兼総括班長兼企画班長・小
笠原幸一（船岡生涯学習センター）○課長補佐（まちづくり推進班長）・藤原政志（税
務課）○課長補佐（情報政策班長）・小野次幸（主幹）○主事・山下裕佳（新採）○主
事・岡山卓矢（新採）　【財政課】○課長・武山昭彦（税務課）○兼ねて公共工事検
査監・鎌田和夫（技術補佐）　【税務課】○課長・関場孝夫（槻木事務所）○主事・
今井俊広（新採）　【町民環境課】○課長補佐（総括班長兼町民窓口班長）・半沢美智
子（子ども家庭課母子生活支援施設山下荘担当）○主事・吉田衣里（新採）　【健康
推進課】○課長・宮城利郎（まちづくり政策課）○課長補佐（総括班長兼保険年金班
長）・平間雅博（監査委員事務局）○保健師・梶美香子（新採）○主事・土門　涼
（新採）　【福祉課】○主事・和田園香（新採）○主事・佐藤奈美（新採）　【子ど
も家庭課】○兼ねて総括班長・森　浩（課長補佐）○課長補佐（児童福祉施設班長）・
八矢英二（教育総務課）○栄養士・多田睦美（新採）　【船岡保育所】○参事兼保育
所長・加藤久美子（船迫児童館）　【西船迫保育所】○参事兼保育所長・瀬戸里惠子
（三名生児童館）○保育士・小松理佐子（新採）　【三名生児童館】○館長・阿部和
子（船岡保育所）　【西住児童館】○兼ねて副参事・渡辺啓子（主幹）　【船迫児童
館】○館長・鈴木淳子（西船迫保育所）　【農政課】○課長併農業委員会事務局長・
大場勝郎（健康推進課）○課長補佐（農政班長）・水戸浩幸（主幹）○副参事（農政
副班長）・平間　学（主幹）○主事・村山純平（新採）　【商工観光課】○兼ねて観
光戦略担当・齋藤英泰（課長補佐）　【都市建設課】○課長・加藤秀典（市街地整備
対策監）○災害復興対策監兼総括班長・畑山義彦（上下水道課）○車両センター長・
桑島康明（技術補佐）○技術補佐（都市計画班長）・水戸英義（主幹）○技術補佐（建
設班長）・曲竹浩三（主幹）○技師・齋藤信二（新採）　【槻木事務所】○事務所
長・馬場敏雄（総務課）　【上下水道課】○課長・平間広道（都市建設課）○技術補
佐（下水道班長）・関　孝志（まちづくり政策課）○副参事（水道副班長）・小畑弘二
（主幹）○副参事（お客さまサービス副班長）・高橋孝秀（農政課）○技師・鈴木章友
（新採）　【教育総務課】○課長補佐（総括班長兼学務班長）・加藤祥子（町民環境
課）○課長補佐（学校施設班長）・池田清勝（都市建設課）　【学校給食センター】○
総務班長を解く・加藤寿彦（参事兼所長）○副参事（総務班長）・笠松孝幸（上下水道
課）　【生涯学習課】○課長・相原健一（総務課）○課長補佐（生涯学習班長）・渡辺
和浩（農政課）　【槻木生涯学習センター】○館長・舟山恵記（副館長）○副館長
（学習支援班長）・水戸一馬（上下水道課）　【船岡生涯学習センター】○館長・菅野
正行（教育総務課）○副館長（学習支援班長）・加茂正志（副参事）　【船迫生涯学習
センター】○館長・佐藤すみ子（柴田町図書館）　【しばたの郷土館兼柴田町図書
館】○館長・里村聖一（生涯学習課）　【柴田町図書館】○副館長（図書班長）・太斎
正幸（生涯学習課）　【監査委員事務局】○次長・鈴木照二（船岡生涯学習セン
ター）

籐愛好会会員募集
　手先を使って脳を活性化しましょう。葛日時／毎月第2火曜日　9：30～11：30葛場所／船岡生涯学習センター葛会費／1,000円
 小物入れを作る体験教室を行います葛日時／5月14日（火）9：30～11：30葛場所／船岡生涯学習センター葛参加費／400円（材料代）葛申込期限／5月13日（月）
■申 ■問  籐愛好会（小室）
　（17：00以降）
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