
お知らせ版平成25年5月1日

広報しばた・お知らせ版・第722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

■申  スポーツ振興室、各生涯学習センター　9：00～17：00　※日・月曜日、祝日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は受け付けできません。
　　生涯学習課　9：00～17：00　※土・日曜日、祝日は受け付けできません。

■問  スポーツ振興室　緯55-2030葛職種／①太陽の村調理業務（レストランメニュー及び会食等の調理）
　　　　②レストランでの接客業務葛募集人数／2人（①男子1人、②女子1人）　　葛応募資格／概ね50歳までの方葛勤務条件・時間／火曜日～日曜日　9：00～17：00
　1日5～6時間程度　月20日以内　（土・日曜日、祝日は勤務となります）葛賃金／○調理業務　時給1,000円～1,100円
　　　　○接客業務　時給750円～850円葛申込方法／太陽の村へ履歴書（写真添付）を提出してください葛申込期限／5月17日（金）　※受付時間 9：00～17：00（月曜日を除く）
■申 ■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970 　柴田鉢花研究会（根元会長、会員11人）

が丹精込めて育てたカーネーションを直
売ならではの特別価格で販売します。母
の日に贈られてはいかがですか。葛日時／5月10日（金）～12日（日）
　　　　9：30～16：30葛場所／柴田町観光物産交流館「さくらの里」葛販売価格／1,000円程度（かご付き）
■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970
　 農政課　緯55-2122

出場者募集　柴田町各種スポーツ町民大会（宮城ヘルシー管内大会予選会含）
代表者会議申込期限対象・人数構成開催日・開催場所競技名
5月29日㈬
船岡公民館
14：00～

5月25日㈯町民（学生・生徒を除く）
男女混合可　8人以内

6月7日㈮
予備日 6月8日㈯
 総合運動場

第33回町民ゲートボール大会（宮城ヘルシー管内大会予選）
5月31日㈮

20歳以上の町民または町内に通勤されている方（学
生・生徒を除く）
ダブルス個人戦

6月16日㈰
 船岡体育館

第10回町民バドミントン大会
6月12日㈬
船岡公民館
19：00～

5月31日㈮

町民（学生・生徒を除く）
チーム編成は行政区単位ですが、編成できない場
合は、区を越えての編成も可能です。
30歳代女子5人以内、40歳代男子2人以内
40歳以上女子6人以内、50歳以上男子2人以内

6月23日㈰
船岡体育館

第51回町民ビニールボール大会（宮城ヘルシー管内大会予選）
6月14日㈮
船岡公民館
19：00～

5月31日㈮

20歳以上の町民（学生・生徒を除く）
チーム編成は行政区単位ですが、編成できない場
合は、区を越えての編成も可能です。
男女混合可　25人以内

6月30日㈰
7月7日㈰

総合運動場・並松グランド・
阿武隈川グランド

第41回町民ソフトボール大会（宮城ヘルシー管内大会予選）
6月20日㈭

20歳以上の町民または町内に通勤されている方（学
生・生徒を除く）
シングルス・混合ダブルス

6月30日㈰
船岡体育館

第38回町民ラージボール卓球大会
6月21日㈮町民（学生・生徒を除く）

個人戦

7月18日㈭
予備日 7月19日㈮
総合運動場

第16回町民グラウンド･ゴルフ大会（宮城ヘルシー管内大会予選）

～母の日に感謝の気持ちを込めて～
地元産カーネーションを
贈りませんか

柴田町観光物産協会“太陽の村”
臨時職員を募集します
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　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／5月14日（火）、28日（火）
　　　　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／5月14日（火）、28日（火）
　　　　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

　Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス抗体検査
（採血）を、感染が気になる（可能性の
ある）方は無料で受けることができます。
（要予約）葛日時／5月14日（火）、28日（火）
　　　　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。
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移動なかよし広場～みんなでなかよく遊びましょう♪～葛対象／就学前のお子さんと保護者　　葛持ち物／下足を入れるビニール袋
※天候により内容が変更になることがあります。　※事前の申し込みは不要です。

■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）緯54-4040　基幹相談支援センターでは障がい者に
関する次のような相談を受けます。
○障がい者の支援・ケアで困っている時
○障がい者福祉サービスを利用したい時
○障がい者の虐待を見つけた時など葛日中連絡先／
　基幹相談支援センター　緯51-5361
　柴田町福祉課　緯55-5010葛夜間・休日連絡先／
　基幹相談支援センター　
　　緯080-3326-1788
■問  基幹相談支援センター　
　大河原町大谷字戸ノ内前43-5
　（アサンテ内）緯51-5361障障障障障障障障障障障障ががががががががががががいいいいいいいいいいいい者者者者者者者者者者者者のののののののののののの生生生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活活活をををををををををををを支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援ししししししししししししまままままままままままま障がい者の生活を支援しますすすすすすすすすすすすす基基基基基基基基基基基基幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹幹相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談支支支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援援援基幹相談支援セセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーー開開開開開開開開開開開開ンター開設設設設設設設設設設設設設（（（（（（（（（（（（平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成222222222222555555555555年年年年年年年年年年年年444444444444月月月月月月月月月月月月（平成25年4月）））））））））））））

　ギャラリー展示案内　○子ども五人展
「ぼく達わたし達5人は、とっておき広場の造形教室で月1回いろいろな材料を使って
面白い作品作りを楽しんでいます。夢一杯の作品を観に来てね。」葛展示期間／5月1日（水）～12日（日）最終日は15：00まで○保科水彩画教室 水彩画展
主に近郊の自然風景を透明水彩絵の具で描いています。約20点展示します。葛展示期間／5月14日（火）～26日（日）最終日は15：00まで　こどもの日  親子で楽しむ演奏会の開催　
　マリンバ奏者の羽賀智美さんの演奏によるミニコンサートです。絵本の読み語りも加
えて子どもから大人まで楽しめます。　＊入場無料葛日時／5月3日（金）14：00～14：30（読み語りと子ども向け演奏）
　　　　　　　　　　14：45～15：15（大人向けJazzライブ）　サロン口笛コンサートのご案内　
　船迫生涯学習センターで活動している「ファルセット」の口笛コンサートです。　葛日時／5月12日（日）13：30～14：00　＊入場無料　囲碁将棋教室　葛日程／5月2日（木）、18日（土）　　葛時間／10：00～17：00（時間内の出入り自由）葛対象／小学生以上　※小学生は保護者付き添い　※申し込み不要、参加は無料です。　体験会を実施してみませんか？　
　体験会をきっかけに「一緒に活動する仲間を増やしたい」「たくさんの人と交流したい」
「柴田町を元気にしたい」方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。葛実施料金（ゆる.ぷら利用料）／無料　※材料代を受講者に負担していただくことは可。
＊営利目的、売名行為、不当な材料代の徴収などの場合は実施できません。

■開館時間／10：00～18：00　　■5月の休館日／7日、13日、20日、27日
■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
○子育てサロン「きらら」「みるく」　＊時間内出入り自由　＊参加無料
　子どもとお母さんがつどい、みんなで楽しく遊んだりお母さん同士で交流します。

5月24日㈮9：45～11：305月21日㈫9：45～11：305月10日㈮9：45～11：30日　時 農村環境改善センター西住公民館船岡生涯学習センター場　所 「春を探そう」「はじめまして」「はじめまして」テーマ 農村環境改善センター周囲の散策歌遊びほか歌遊びほか内　容

○サロンコンサート　＊入場無料
　地域で活躍している方々が、ボランティアで活動の楽しさを披露してくださいます。葛日時／5月10日（金）13：30～14：00　　葛場所／柴田町地域福祉センター葛内容／ヴィブラフォン演奏（ジャズヴィブラフォン演奏者  羽賀智美さん）「みるく」葛日時／5月17日㈮10：00～11：45※｢しばたおもちゃ病院｣もオープンします。葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき「きらら」葛日時／5月10日㈮　アロママッサージ、　24日㈮　リトミック　10：00～12：00葛場所／柴田町地域福祉センター
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「桜の中の美術祭」
　県内外の公募展などで入賞・入選した陶
芸家ジェームス・オペ氏の作品と園部信子
氏の作品を展示します。＊入場無料葛期間／5月26日（日）まで 9:00～16:30葛会場／しばたの郷土館　思源閣
　緑豊かな船岡城址を借景に、如心庵・広
間・立礼の各茶席で、心安らぐひとときを
お過ごしください。葛日時／5月12日（日）9:00～15:00葛如心庵／高橋宗会社中（裏千家）濃茶席葛立礼／煎茶道三彩流洸泉会南支部 煎茶席葛広間／樋口宗正社中（裏千家）薄茶席葛茶券／前売券1,500円（3席濃茶席含む）
　　　　　　　 0,800円（2席薄茶席、煎茶席）
　　　　当日券0,800円（1席濃茶席）
　　　　　 　　0,500円各1席（薄茶席・煎茶席）葛主催／柴田町茶会運営委員会葛日時／5月4日（土）、18日（土）9:30～11:00葛場所／しばたの郷土館葛内容／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。葛対象／小学4年生以上　葛参加費／400円葛協力／柴田町トンボ玉愛好会しばた茶会

5月のトンボ玉体験会

　妊娠、出産、子育ては誰もが初心者。
みんな同じように悩んでいます。楽しみ
ながら赤ちゃんを迎える準備をしません
か？　事前の予約は不要です。会場に直
接お越しください。葛日時／5月14日（火）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／○沐浴体験　○妊娠・出産につい
て語ろう　○おなかの赤ちゃんに手紙
を書こう ○先輩ママの出産体験談など葛対象／妊婦および家族の方葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160 　食生活改善推進員（ヘルスメイト）の養

成講座として、ふれあい教室を開催しま
す。男性の方の参加もお待ちしています。葛日程／5月21日（火）、6月11日（火）、7
月9日（火）、9月13日（金）、10月11
日（金）、11月12日（火）、12月6日（金）、
平成26年1月10日（金）、2月4日（火）、
3月7日（金）（全10回）葛場所／保健センター葛内容／健康講話・調理実習・運動実技葛募集人数／20人（先着順）葛参加費／年額4,000円（材料費として）葛申込期限／5月17日（金）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　「同じ悲しみ、同じ苦しみ、同じ悩み」
をわかちあいましょう。葛日時／5月19日（日）14：00～16：00葛場所／オーガ2階多目的ホール1葛対象／自死遺族の方　葛参加費／無料
■問  全国自死遺族連絡会（田中）
　健康推進課　緯55-2160葛内容／①Power Point2007基礎
　　　　②ホームページビルダー13入門葛対象／在職中の方、求職中の方葛定員／各10名（応募多数の場合抽選）葛訓練期間／6月8日（土）、9日（日）葛申込期限／5月8日（水）葛費用／①2,100円　②教科書代2,625円
■申 ■問  白石高等技術専門校　緯35-1511

　　　　■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

在職者向け訓練受講者募集

マロニエの会
（自死遺族わかちあいの集い）

ふれあい教室生募集ようこそ赤ちゃんセミナー（もうすぐママコース）

柴田町図書館誕生祭を開催葛日時／5月26日（日）10：00～16：00　　葛場所／柴田町図書館葛内容／一日お話し会、図書館古本市、親子工作教室（ブックカバー体験・しお
り作り）、おもちゃ病院、かえっこバザール ほか5月のお話し会　葛日時／5月11日（土）、18日（土）11：00～12：00　※事前の申し込みは不要です。葛場所／柴田町図書館（ふるさと文化伝承館1階奥　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・祝日：10:00～17:00
■5月の休館日／7日（火）、13日（月）、20日（月）、27日（月）、31日（金）

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！」
　イクメン（育MEN）とは、子育てを楽しみ自分も成長する男性のことです。子ど
もと創作活動を通してふれあい、家族で最高の笑顔を作ってみませんか。
『第1回パパごはん～一緒に作って食べよう』葛日時／6月8日（土）9:30～13:00　　葛場所／船岡生涯学習センター葛内容／手打ちうどん、デザート作り　葛対象／父親と子（3歳以上未就学児）※小学生の兄弟の参加も可。葛講師／ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん　　葛募集人数／15組（先着順）葛参加費／親子で500円（保険代含む）　葛持ち物／エプロン、三角布巾、おしぼり、上靴
『第2回パパ工房～一緒に作って遊ぼう』葛日時／6月22日（土）9:30～12:00　葛場所／船岡生涯学習センター葛内容／ふしぎな万華鏡、折り染めうちわ作り葛対象／父親と子（3歳以上未就学児）※小学生の兄弟の参加も可。葛講師／ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん　　葛募集人数／15組（先着順）葛参加費／親子で500円（保険代含む）　葛持ち物／はさみ、筆記用具・おしぼり、飲み物、上靴葛申込期限／5月31日（金）※どちらか1回のみの参加も可。※託児あり（要予約）
■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135
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町営住宅入居者募集

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 5月 7日㈫近江　宣男生　　活 5月14日㈫鈴木　照雄 5月21日㈫佐藤由美子 5月28日㈫関根　朝成 6月 4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 5月 1日㈬佐藤　良吉人　　権 5月 8日㈬渡邊みち子 5月15日㈬菅野　敏明 5月22日㈬木島　基子 5月29日㈬飯淵　直子 6月 5日㈬木島　基子 5月22日㈬大宮　照夫行　　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

　町営住宅の入居者を募集します。（募集住宅の重複申込はできません。)
申込者が募集戸数を超えた場合は抽選になります。葛募集住宅／①神山前3号棟　2Ｋ　1戸　単身可(4階建の2階)

②西船迫1号棟　4Ｋ　2戸　単身不可（4階建の1・4階）
③槻木駅前　3ＬＤＫ　1戸　単身不可(11階建の9階)
④槻木駅前　4ＤＫ　　1戸　単身不可(11階建の8階)葛資格／申込資格要件がありますので、都市建設課までご確認ください。葛家賃／住宅及び入居者の収入額や家族構成などによって異なります。葛入居可能日／7月1日（月）予定葛申込用紙／5月1日（水）～都市建設課または槻木事務所で配布します。葛申込期間／5月1日（水）～15日（水）8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く。）葛申込場所／都市建設課　＊槻木事務所では受付できません。用紙の配布のみ。

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121生ごみ処理容器購入に
補助金が出ます

　登記事項証明書や地図の見方、相続や土地を購入した場合の登記手続きのほか、商
業法人登記制度、成年後見登記制度、地代・家賃の弁済供託、家庭内の暴力や職場で
のセクハラなどの人権の擁護に関する問題などについて、法務局職員が皆さんのご都
合のよい場所に出向いて、分かりやすく説明します。講座料は無料です。葛日時／平日10：00～16：00　　葛会場／申し込みをされる団体でご用意ください。葛対象／各種団体、サークル葛申込方法／開催希望日の3週間前までに、所定の申込書でお申し込みください。

申込書は、最寄りの法務局か仙台法務局のホームページで取得できます。

■問  仙台法務局民事行政調査官室　緯022-225-5720
　 http://houmukyoku.moj.go.jp/sendai/frame.html

　援護を必要とする住民を見守り、相談支援活動を行います。児童・高齢者・障がい
者虐待の早期発見･早期対応・非行防止・犯罪防止の活動をします。民生委員・児童委
員は守秘義務があります。安心してご相談ください。
民生委員・児童委員の日活動強化週間　5月12日（日）～18日（土）
　スーパーや商店入口で民生委員・児童委員がＰＲ活動をします。
　葛日時／5月12日（日）16：00～17：00
■問  柴田町民生委員児童委員協議会事務局（柴田町社会福祉協議会内） 緯58-1771葛日時／5月12日（日）13：00～16：00　　葛場所／船迫生涯学習センター葛内容／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
※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。
◎市民公開講座と無料相談会葛日時／5月18日（土）13：00～16：30　　葛場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）
■問  福島行政事務所　緯59-3277

　町では、もやせるごみ減量のため、生
ごみを堆肥化する「生ごみ処理容器」購
入に補助金を交付しています。葛交付条件／町内に住所を有する方で、
町税の滞納がないこと。葛補助額／
○ＥＭ式生ごみ堆肥化容器
購入金額（税抜）の2分の1以内で
上限3,000円
○電気式生ごみ処理機
購入金額（税抜）の3分の1以内で
上限20,000円

＊申請時には、見積書、カタログ、印鑑が必要
です。
＊容器の購入をお考えの方は、申請の手順を
ご説明しますので、お問い合せください。

■申 ■問  町民環境課　緯55-2113 「仙台法務局出前講座」をご利用ください

民民民民民民民民民民民民生生生生生生生生生生生生委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員････････････児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員････････････主主主主主主主主主主主主任任任任任任任任任任任任児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童委委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員員ははははははははははははは子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育てててててててててててて････････････福福福福福福福福福福福福子育て･福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉ににににににににににににに関関関関関関関関関関関関すすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるる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相相相相相相相相相相相関する相談相手手手手手手手手手手手手手でででででででででででですすすすすすすすすすすすです
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
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　4月1日付けで、法務大臣から人権擁
護委員として、佐藤良吉さんが委嘱され
ました。
　人権擁護委員は、人権に関する相談に
応じたり、小学校で命や思いやりの心の
大切さについて、理解を深めてもらう人
権教室を開くなどの活動をしています。
　相談は無料で毎週水曜日です。秘密は守
られますので、安心してご相談ください。

■問  町民環境課　緯55-2113　日本脳炎予防接種は、平成17年5月30日に国からの中止勧告により実施を控えて
いましたが、平成23年度より中止勧告のため接種機会を逃した方を対象に順次1期特
例措置の積極的勧奨が行われています。
　今年度は、高校3年生相当の方（18歳になる方）に対して、国から2期特例措置に
ついての積極的勧奨の通知がありましたので、ご自宅に予診票を送付しています。
通知が届いていない方はお問い合わせください。葛対象／平成7年4月2日生～平成8年4月1日生　葛持ち物／母子健康手帳・予診票葛注意事項／①医療機関には電話予約が必要です。　②接種にあたっては保護者が同
伴してください。　③日本脳炎1期が完了していない方は、2期は受けられませので、
ご相談下さい。

■問  健康推進課　緯55-2160 　4月1日付けで、総務大臣から行政相
談委員として、手代木文夫さんと大宮照
夫さんが委嘱されました。
　行政相談委員は、国・特殊法人などの
仕事についての意見や苦情・要望を受け
付け、皆さんと役所などとの間に立って
その解決・改善の手助けを行います。相
談は無料で秘密は守られますので、お気
軽にご相談ください。葛相談日／毎月第4水曜日葛場所／役場1階町民相談室
【相談委員】手代木  文夫さん（船岡新栄2丁目）
　　　　　  大宮　照夫さん（槻木西3丁目）

■問  町民環境課　緯55-2113
　国民年金や厚生年金に加入すると年金
手帳が交付されます。手帳に記載されて
いる「基礎年金番号」は、個人情報であ
る年金の加入記録などを管理するもので
あり、一生涯使用される番号です。
　就職、結婚、退職といった人生の節目
での年金の届出や、年金に関するお問い
合わせ、老後に年金を請求する際などに、
「年金手帳」は必要になります。大切に保
管しましょう。
　なお、国民年金や厚生年金保険に加入
している方または過去に加入していたこ
とがある方で、年金手帳をなくしてしまっ
た方は再発行ができます。手続きに必要な
用紙は、健康推進課窓口または大河原年
金事務所にありますのでご相談ください。
■問  大河原年金事務所国民年金課　緯51-3113
　  健康推進課　緯55-2114　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。

■問  健康推進課　緯55-2160
～助産師・看護師、臨床検査技師、診療放射線技師の募集をします～葛職種、採用予定人数／助産師･看護師　30人、臨床検査技師、診療放射線技師　各1人葛試験日／5月18日（土）　葛受付期限／5月8日（水）　葛受付時間／平日8：30～17：00
平成25年度みやぎ県民大学　仙台大学開放講座のご案内

テーマ「気軽に楽しめるニュー・スポーツ」
　誰でも気軽に楽しめるニュー・スポーツについて、体験を通してその魅力と楽しみ
方を学びます。これまで見たこと、やったことのあるスポーツから初めてのスポーツ
まで、幅広い4つの種目にチャレンジします。　※受講料は無料です。葛日時／5月30日（木）、6月6日（木）・13日（木）・20日（木）18：00～20：00
　　　　　＊全4回　＊6月6日のみ17：00～19：00葛場所／仙台大学　　葛対象／18歳以上の県民で4回継続受講可能な方　葛募集人数／80人葛申込方法／①氏名（ふりがな）、②住所、③電話番号、④年齢、⑤職業を記入の上、
はがき、FAX、Eメールのいずれかで、お申し込みください。葛申込期限／5月17日（金）
■申 ■問  仙台大学事業戦略室「開放講座」係　〒989-1693柴田町船岡南二丁目2-18
　緯55-1621　思57-2769　Eメール jigyou@sendai-u.ac.jp

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か月～4歳11か月児

ヒブワクチン
小児用肺炎球菌ワクチン

人権擁護委員に　　　
　佐藤　良吉さん

行政相談委員に　　　
  手代木  文夫さん
  大 宮  照 夫さん
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ファミリー・サポート・センター

協力会員・利用会員募集
　お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）までにお申し込
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ので、
十分ご注意ください。詳しくは、お知らせ版4月15日号をご覧ください。葛検診期間／5月～11月（行政区を月ごとに7グループに分けて実施）葛内容／　　　　　　　　　　　　※対象の年齢は、平成26年3月31日現在の年齢です。葛自己負担料／
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160　ファミリー・サポート・センターの協

力会員と利用会員を募集します。利用し
たい方、関心のある方は説明会を開催し
ますので、ぜひご参加下さい。託児もあ
りますのでご利用下さい。葛日時／5月30日（木）10：00～11：00葛場所／子育て支援センター（船迫児童館）葛募集人数／各30人（先着順）＊参加無料葛申込期限／5月27日（月）
■申 ■問  柴田町ファミリー・サポート・セ
ンター（船迫児童館内）　緯87-7871

仙南総合プール日程表（平成25年5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・祝祭日  11：00～19：00（施設利用時間11：00～18：45）葛無料開放／5月19日㈰毎月第3日曜日　葛祝日営業／5月3日㈮～6日㈪○…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△…9：00～16：30全面利用可、16：30～18：30一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）、　　18：30～20：45全面利用可◇…9：00～16：30全面利用可、16：30～18：30一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）、　　18：30～20：00 一部利用可（毎週 火曜日、スポ少実施中は2コース分利用不可）、20：00～20：45全面利用可

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　  日・曜日区分　　　　 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水 ☆☆休館日☆☆☆☆☆☆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

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）5月 5日㈰9：00～16：00 5月19日㈰9：00～16：00 　入間田テニスコート 5月12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5月21日㈫19：00船岡公民館 会議室  体育館・野外運動場調整会議5月23日㈭19：00 船岡公民館 会議室6 
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

　赤ちゃんからお年寄りまで楽しめる「歯や口に関する楽しい健康コーナー」が盛り
だくさんです。むし歯予防に効果がある「フッ素塗布」も無料でできます。ぜひ、お
誘い合わせの上ご参加下さい。葛日時／6月8日（土）　12：45～16：00　　葛場所／川崎町健康福祉センター葛内容／フッ素塗布、歯科相談、お口の中の細菌が見られる顕微鏡コーナー、全身と
口腔内の関係、訪問診療コーナー、歯の模型色付けコーナー、骨量測定、ビデオ上映、
お薬相談、スタンプラリー（先着順に粗品プレゼント）など。※全コーナーが無料です。葛主催／柴田郡歯科医師会、仙南地域医療対策委員会柴田支部委員会
　  フッ素塗布者募集
　上記大会で歯科医が歯にフッ素を塗布します。事前に電話でお申し込みください。葛対象／自分の歯がある方（赤ちゃんからお年寄りまで）　  葛募集人数／400人（先着順）葛募集期間／5月1日（水）～17日（金）　　葛受付時間／8：30～17：15
■申 ■問  川崎町保健福祉課健康推進係　緯84-6008●常設の子育てひろば“ゆるりん”

　子育て中のパパ、ママ、お孫さんと一
緒のおじいちゃん、おばあちゃんがふ
らっと気軽に遊びに来る“屋根のある公
園”です。スタッフもいるので安心です。○子育てひろば　　※参加無料葛日時／毎週月・火・水曜日
　9：30～12：00、13：00～15：30　葛場所／ゆるりんひろば（イトーチェーン船岡店向かい）○移動ゆるりんひろば　※参加無料
①日時／5月2日～5月30日の毎週木曜
日9：30～12：00、13：00～15：30　
　場所／新栄集会所
　※おもちゃ病院　5/9（木）10：00～12：00
②日時／5月10日（金）10：00～12：00
　場所／槻木生涯学習センター葛対象者／0歳～未就園児と保護者葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物 歯と口の健康週間　川崎大会

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
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（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：4月16日（火）】

測定値測定値
0.08船岡生涯学習センター0.09柴田町役場
0.06船迫生涯学習センター0.07槻木生涯学習センター
0.09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：4月17日（水）】

測定値測定値測定値
0.08西住小学校0.13船迫小学校0.10船岡小学校
0.07柴田小学校0.11槻木小学校0.06東船岡小学校
0.08槻木中学校0.12船迫中学校0.10船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.12浄心幼稚園0.09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18日（木）】

測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.15槻木保育所0.08船岡保育所
0.06西住児童館0.13三名生児童館0.12柴田児童館

※毎週1回測定0.12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15日（月）】

測定値測定値測定値
0.06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0.09舘前緑地0.09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15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4月4日つぼみ菜（露地）

※検査は宮城県農林水産部

　色とりどりの山野草と出会ってみませんか。会員も募集しています。葛日時／5月10日（金）～12日（日）9：30～16：00葛場所／船岡駅コミュニティプラザ（2階）
■問  サクラ山野草会（中山）

春の山野草展示会
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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
カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　緯51-3121ひがし薬局大河原

　大河原　緯51-3055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甘糟医院
　大河原　緯53-14605/3

㈮
川田薬局
　船　岡　緯59-2777こひつじ薬局

　槻　木　緯86-4189大友歯科医院
　船　岡　緯57-2120宮上クリニック

　船　岡　緯55-4103おおぬま小児科
　槻　木　緯87-75614

㈯
　　　　　仙台調剤大河原西店
　　　　　　大河原　緯51-4011えんどう歯科医院

　大河原　緯53-2555みやぎ県南中核病院
　大河原　緯51-5500町南診療所

　村　田　緯83-55035
㈰

大槻薬局東新町店
　大河原　緯52-0885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かわち医院

　大河原　緯52-3115さくら内科消化器科
　大河原　緯53-51516

㈪
ひばり調剤薬局
　大河原　緯 52-8686村上薬局

　大河原　緯 52-4275としみ歯科クリニック
　大河原　緯 52-8143大河原整形外科クリニック

　大河原　緯 51-1502日下内科医院
　大河原　緯52-105812

㈰
関谷薬局
　大河原　緯 52-2133船岡調剤薬局

　船　岡　緯 58-1189乾歯科医院
　槻　木　緯 56-2766高沢外科・胃腸科

　船　岡　緯 57-1231太田内科
　船　岡　緯 55-170219

㈰
アイランド薬局
　大河原　緯53-4189ホシ薬局

　大河原　緯52-1127いのうえ歯科医院
　大河原　緯53-8020みやぎ県南中核病院

　大河原　緯51-5500安藤医院
　大河原　緯52-112326

㈰
カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　緯51-3121調剤薬局船岡店

　船　岡　緯55-2776さとう歯科医院
　槻　木　緯56-5112みやぎ県南中核病院

　大河原　緯51-5500佐藤内科クリニック
　船　岡　緯54-37556/2

㈰
　　　　　甲子調剤薬局
　　　　　　大河原　緯51-5085船岡中央歯科医院

　船　岡　緯55-0970善積医院
　村　田　緯83-2172平井内科

　大河原　緯52-27779
㈰

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
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付5/1㈬
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

8㈬
12:45～13:15大沼（健）先生平成24年12月生まれの方4か月児健康診査

12:45～13:15本多（愛）先生
飯淵（信）先生平成23年10月生まれの方1歳6か月児健康診査　

※持ち物：歯ブラシ、タオル10㈮

  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）13㈪

12:45～13:00太田　　先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（5/9まで要予約）
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

15㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

和野　　先生平成21年11月生まれの方3歳6か月児健康診査　
※持ち物：歯ブラシ、タオル

  9:15～   9:45平成24年5月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）17㈮

14:00～16:00鈴木　　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）

12:45～13:15乾　　　先生平成23年1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）21㈫

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付22㈬
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付29㈬
  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6/5㈬

12:45～13:15本多（愛）先生
佐藤（郁）先生平成23年11月生まれの方1歳6か月児健康診査　

※持ち物：歯ブラシ、タオル7㈮

  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）10㈪

12:45～13:00玉渕　　先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（6/6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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