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■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

平成26年度保育所入所児童募集

　防災訓練のため、町内全域へ向け、緊
急速報メール（エリアメール）を配信し
ます。実際の災害とお間違いのないよう
お願いいたします。
＜緊急速報メール＞※訓練
葛配信日時／10月6日（日）9：00頃
葛配信先／ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、ソ
フトバンクの携帯電話
＜防災訓練＞
葛日時／10月6日（日）
　9：00～12：00
葛場所／西住小学校
※雨天中止（小雨決行）

■問  総務課　緯55-2111

葛入所資格／満6か月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、保護者と共
に町内に住所があり、全ての保護者が次の①～⑥のいずれかに該当し、他の親族も
保育できない場合に限ります。
①自宅外で労働していること。
②自宅内で児童と離れて家事以外の労働をしていること。
③妊娠中または出産後間がないこと。
④疾病もしくは負傷、または精神・身体に障害を有していること。
⑤長期にわたる疾病、または精神・身体に障害を有する同居の親族を介護している
こと。
⑥震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
葛申込方法／申込書および提出書類に必要事項を記入し、希望する保育所に直接お申
し込みください。申込書は、10月1日（火）から各保育所、子ども家庭課で配布します。

※年度途中からの入所を希望する方も、申し込みができます。
葛申込期間／11月1日（金）～15日（金）　　葛受付時間／平日の8：30～17：00

■問  各保育所、子ども家庭課　緯55-2115

　平成26年4月に、柴田児童館が（仮）第二たんぽぽ幼稚園（開園予定）に生まれ変わ
り、スタートします。幼稚園運営に向けた大規模改修工事が完了しましたので、内覧
会を開催いたします。
葛日時／10月6日（日）10：00～15：00
葛場所／柴田児童館（大字入間田字外谷地73：柴田小学校東側）
葛対象／どなたでもご覧いただけます。　　葛持ち物／上履き　　葛駐車場／園庭
※（仮）第二たんぽぽ幼稚園の定員は、4歳児30人、5歳児30人の2クラスの予定です。

■問  子ども家庭課　緯55-2115、たんぽぽ幼稚園　緯56-1239

　平成25年産米の放射性物質検査を船
岡2か所、槻木43か所、合計45か所で
実施した結果、すべての地区で「不検出」
でした。
　この結果から、町内で生産された平成
25年産米の安全性が確認され、出荷・販
売・譲渡の自粛要請が解除されました。
※｢不検出｣とは、放射性物質が存在しない、
または検出下限値以下であることを示しま
す。
※町外で収穫された米については、その市町
村に検査結果を確認し、出荷などを行って
ください。

■問  農政課　緯55-2122

リニューアルした柴田児童館をご覧ください
～内覧会のお知らせ～

電話番号住　　　所施　設　名
55-1253船岡新栄2丁目18-1船岡保育所
56-1332槻木下町2丁目6-31槻木保育所
57-1387西船迫2丁目5-29西船迫保育所

平成25年産

米の放射性物質検査を実施し、
安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全安全性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性が確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認認されました
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仙南地域広域行政事務組合職員を募集します

臨時助産師・臨時保健師募集
　産婦・新生児訪問の臨時助産師・臨時保健師を募集します。
葛募集人数／若干名　　葛職務内容／新生児・産婦訪問　　
葛募集対象／助産師免許、保健師免許を有し65歳未満の方で普通自動車免許を有する方。
葛勤務条件・勤務時間／月～金曜日、月15時間程度
　※訪問業務は1回3時間程度で、月に3～4回です。
葛雇用期間／10月～平成26年3月　　葛賃金／時給1,200円
葛申込期間／随時お申し込みください。　　葛申込場所／健康推進課　※郵送可能
葛提出書類／○履歴書（本人自筆・写真添付）　○助産師免許、保健師免許の写し
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。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

【１次試験】葛実施日時／12月8日（日）10：00～　　葛場所／仙南地域広域行政事務組合総合庁舎3階会議室（大河原町）
　　　　　 葛内容／教養試験、検査（行政：一般性格診断検査）（消防：消防適性検査）、作文試験
【２次試験】第1次試験合格者に通知します。
【申込方法】毅仙南地域広域行政事務組合総務課から所定の申込用紙の交付を受けて申し込む。
　　　　　  毅下記ホームページから申込用紙をダウンロードして申し込む。
【受付期間】10月7日（月）～11月5日（火）必着

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　緯52-2628　ホームページ　http://www.az9.or.jp/

　パーティーにピッタリな、季節の野菜を使った美味しいレシピをご紹介します。
葛日時／10月15日（火）10:00～13:00　　葛場所／保健センター2階
葛対象／小学校低学年までのお子さんを持つ保護者　　葛募集人数／15人（先着順）
葛内容／いろどりごはん、とり手羽元のバルサミコ酢煮、フルーツラッシーなど。
葛参加費／500円　　葛持ち物／筆記用具・エプロン　　葛申込期限／10月7日（月）
葛その他／託児あり（2歳児未満不可）※要予約

■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

　今年はグランプリを決定！　ぜひお越しください。
葛日時／10月20日（日）　　葛場所／船岡城址公園観光物産交流館前駐車場
葛内容／地元の飲食店など約20店が出店します。各店舗が趣向を凝らし、創作・発掘
した「Ｂ級グルメ」をご堪能下さい。
葛価格／100円～350円程度
○船岡城址公園下の駐車場から会場までのシャトルバスを運行いたします。
○会場運営ボランティアスタッフを募集します。詳しくはお問い合わせください。

■問  柴田町商工会青年部（柴田町商工会）緯54-2207

　町議会では、毎年、公開議員研修会を
開催しています。今回は、身近に見かけ
るものの、内容について良く分からない
頌徳碑、記念碑などから見た柴田町の近
代史について研修します。町民の皆さん
も一緒に勉強してみませんか。
葛日時／10月22日（火）13：30～15：30
葛場所／役場4階委員会室
葛講師／元しばたの郷土館長 日下龍生 氏
葛参加費／無料　　葛主催／柴田町議会

■問  議会事務局　緯55-2136

助産師、看護師、保健師、
臨床検査技師、理学療法士、
作業療法士を募集します
葛職種・採用予定人数／

葛試験日／11月9日（土）
葛申込期間／10月30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

採用予定人数職　種
25人助産師・看護師
1人保健師
1人臨床検査技師
1人理学療法士
2人作業療法士

柴田町各種婦人団体連絡協議会主催子育て応援事業
「簡単料理教室」 ～わが家のホームパーティー～

第3回しばたＢ級グルメグランプリを開催します

受　験　資　格採用予定人数職種試験区分
平成2年4月2日から平成8年4月1日までに生まれた方。1人程度行　　政

初　級
（高等学校 
  卒業程度）

昭和62年4月2日から平成6年4月1日までに生まれ、平成26年3月末日までに普通自
動車以上の運転免許（オートマチック車限定を除く。）を取得可能な方で、かつ、救急救命
士の資格を有する方または平成26年3月末日までに取得見込みの方。3人程度

消　　防
（救急救命士）

平成2年4月2日から平成8年4月1日までに生まれ、平成26年3月末日までに普通自動
車以上の運転免許（オートマチック車限定を除く。）を取得可能な方消　　防

どなたでも参加できます“公開議員研修会”
テーマ「郷土の歴史と文化財  
 ～ 頌徳碑 、記念碑に見る柴田町の近代～」しょうとくひ
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　国・県では、環境負荷の少ない循環型社
会を目指し、再生可能エネルギーの普及
を図るため、一般住宅への太陽光発電シ
ステム購入のための補助を行っています。
　国補助金は1鯵当たり1.5万円～2万
円、県補助金は1件6万円となっていま
す。詳細は、下記までお問い合わせくだ
さい。
●国補助金の問い合わせ先
J-PEC太陽光発電普及拡大センター
緯043-239-6200
●県補助金の問い合わせ先
県環境生活部環境政策課
緯022-211-2661

■問  町民環境課　緯55-2113

　基礎年金の受給額は、平成25年12月のお支払い（10月分・11月分）から1％引き
下げられます。
【国民年金基礎年金の10月からの年金額】
○老齢基礎年金（満額のとき）　778,500円　　○遺族基礎年金　　778,500円
○障害基礎年金　1級 973,100円　　2級 778,500円
　9月までの年金額は、過去の物価下落時に年金額を据え置いたことにより、本来の
水準よりも高い水準（特例水準）となっていました。世代間公平の観点から、この特
例水準について平成25年10月より年金額を引き下げて解消していきます。
　平成25年12月に1％減額された年金の「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」
が送付されます。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　緯51-3113

　過去に未公開株詐欺や架空請求などの
被害にあった人に「被害を回復する」な
どと再び勧誘し、被害回復の条件として
手数料の支払いや別の投資商品の購入を
求めるといった二次被害が発生していま
す。手数料や購入代金を支払っても、被
害金が戻ってくることはありません。被
害回復できると思わせる説明や広告をう
のみにしないよう注意してください。
■問  町民環境課　緯55-2113

詐欺による｢二次被害｣
に注意ください標語

　「ちょっと片方の目で見てみよう！
　  右目と左目、同じですか？」　
　パソコンやテレビゲームなどをしすぎ
て、目が疲れやすくなっていませんか。
　また、緑内障や糖尿病の合併症の一つ
である網膜症は初期自覚症状がありませ
ん。大切な目を守るため、生活習慣病を
予防するとともに、日頃から目に優しい
生活を心がけましょう。

■問  健康推進課　緯55-2160

　町では、健康づくりを推進するための指針として、第1期健康しばた21計画を策定
して、健康づくり事業を実施してきました。第1期の計画期間が終了し、今年度から
平成34年度までを計画期間とする第2期計画の素案を策定しましたので、町民の皆さ
まからの御意見を募集します。
葛閲覧期間および募集期間／10月1日（火）～30日（水）
葛閲覧方法／町ホームページに掲載するほか、次の場所で閲覧できます。

葛提出方法／意見提出用紙により、次のいずれかの方法で提出ください。
①郵送　あて先：〒989-1692　船岡中央2丁目3番45号　柴田町役場健康推進課
②ファクシミリFAX55-4172　③直接持ち込み：健康推進課保健班・槻木事務所
④電子メール　health@town.shibata.miyagi.jp
　意見提出用紙は、町ホームページからダウンロードできるほか、各閲覧場所に備
えつけています。なお、氏名、住所、電話番号、意見の該当箇所を必ず明記の上、
提出してください。　※電話による受け付けは行いません。

■問  健康推進課　緯55-2160

　障がい者および障がい児が、自立した
日常生活または社会生活を営むことがで
きるよう創作的活動や生産活動の機会の
提供、社会交流の促進などを図ることを
目的とする柴田町地域活動支援センター
の管理運営を行う事業者を公募します。
葛指定管理者を公募する施設／柴田町地
域活動支援センターしらさぎ・もみのき
葛公募期間／10月4日（金）～22日（火）
葛指定期間／平成26年4月1日～平成29
年3月31日
葛説明会／10月8日（火）
葛その他／募集要綱や申請書類の配布、
業務内容の詳細については、お問い合
わせください。

■問  福祉課　緯55-5010

　思春期や更年期による身体的・精神的
不調、家庭や職場でのストレスなどで悩
んでいる女性の方を対象に、女性医師が
無料で相談に応じます。
葛日時／11月16日（土）14：00～16：00
葛場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。
葛予約日時／平日の9：00～17：00
葛予約専用電話／090-5840-1993
　宮城県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　緯022-211-2623

｢第2期健康しばた21（素案）｣に係るパブリック・コメントを募集します

女女女女女女女女女女女女医医医医医医医医医医医医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女女女女女女女女女女女女性性性性性性性性性性性性のののののののののののの健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康相相相相相相相相相相相相女医による女性の健康相談談談談談談談談談談談談談
～～～～～～～～～～～～完完完完完完完完完完完完全全全全全全全全全全全全予予予予予予予予予予予予約約約約約約約約約約約約制制制制制制制制制制制制・・・・・・・・・・・・相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談無無無無無無無無無無無無～完全予約制・相談無料料料料料料料料料料料料料～～～～～～～～～～～～～

住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅用用用用用用用用用用用用用用太太太太太太太太太太太太太太陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽陽光光光光光光光光光光光光光光発発発発発発発発発発発発発発電電電電電電電電電電電電電電シシシシシシシシシシシシシシスススススススススススススステテテテテテテテテテテテテテ住宅用太陽光発電システムムムムムムムムムムムムムムムののののののののののののののの
購購購購購購購購購購購購購購購入入入入入入入入入入入入入入入ににににににににににににににに国国国国国国国国国国国国国国国ややややややややややややややや県県県県県県県県県県県県県県県ののののののののののののののの補補補補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助助助助ををををををををををををををを
活活活活活活活活活活活活活活用用用用用用用用用用用用用用ししししししししししししししままままままままままままままししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょ活用しましょううううううううううううううう

柴田町地域活動支援センター
の指定管理者の公募

閲　覧　時　間閲　覧　場　所
8：30～17：15　※土・日曜、祝日は閲覧できません。健康推進課、槻木事務所

8：30～17：15　※日・月曜日は閲覧できません。各生涯学習センター、西住公民館、
農村環境改善センター

10：00～18：00　※月曜日は閲覧できません。まちづくり推進センター
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秋の七ヶ宿ダム休日見学会

2013スポーツフェスティバルin柴田

キッズ・サッカー遊び

　ギャラリー展示案内　

○船岡中学校美術部作品展「smile  and  happiness」
　船岡中学校美術部員一人ひとりが「自分たちにとって幸福とは何か？」を、
絵で表現した作品です。どうぞご覧ください。
葛展示期間／10月13日（日）～27日（日）　※最終日は15:00まで
○庄子陽子の油絵＆舩渡金家（ふなときんや）の石ころアート展
　老後の楽しみに始めた趣味の油絵。描きためた愛しい作品たちをご覧くださ
い。また、小さな石ころに絵をつけた石ころアートも展示します。
葛展示期限／10月12日（土）まで　※最終日は15:00まで

　サロン口笛コンサートのご案内　

　口笛奏者の夢尾見太郎さんによる口笛演奏で楽しいひとときを過ごしてみませ
んか？　今月は「ひこうき雲」をテーマに演奏します。
葛日時／10月13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。
（小学生は保護者付き添い）
葛日程／10月3日（木）、19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

■推進センター10月の休館日／7日、15日、21日、28日
■開館時間／10:00～18:00
■申 ■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

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 好評開催中
葛展示期限／11月24日（日）

葛日時／10月5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／10月11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／10月5日（土）10:00～12:00
葛場所／しばたの郷土館　茶室如心庵
葛内容／本格茶席の雰囲気を楽しみます。
葛参加費／300円
葛協力／しばた茶会運営委員会　高橋宗
喜社中

10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

葛日時／10月27日（日）10：00～11：30
葛場所／仙台大学サッカー・ラグビー場
葛対象／4～6歳児（年中児・年長児）
と保護者
葛内容／ボールを使って、感覚ゲーム、
鬼ごっこ、ボールタッチなど、親子で
楽しく体を動かします。
葛指導／県サッカー協会キッズ委員会
葛募集人数／50組（100人）
葛参加費／無料
葛持ち物等／運動に適した服装、運動靴、
飲み物、タオル
葛申込期限／10月12日（土）

■申 ■問  スポーツ振興室　緯55-2030

　晩秋の里山を歩きながら、柴田町の魅力を再発見し、自然を満喫しませんか。

　
葛参加費／無料（傷害保険は個人対応）　　葛持ち物／飲み物、昼食、軽食、雨具
葛募集人数／各コース20人（先着順）　　　葛申込期限／10月25日（金）
葛その他／申込者にはコースの詳細などを送付します。

■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　係員によるダムの説明やビデオ視聴、ダム 堤体 内部に備わる点検や管理をする通路
ていたい

（監査廊）の見学ができます。
葛開催日時／Ａコース（60分）　10月 26日（土） ①10：00　　②14：00　　③15：00
　　　　　　Ｂコース（90分）　10月  5日（土）  ①10：00　　②14：00
　　　　　　　＊Ｂコースは、監査廊地下3階（ダム堤体下）まで見学します。
葛場所／七ヶ宿ダム管理所
※事前の申し込みは不要ですが、災害等により、変更や中止となる場合もあります。

■問  七ヶ宿ダム管理所　緯0120-167-877
　ホームページ　 http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/index.html

晩秋の里山を歩こう　参加者募集

菓子と茶「いっぷくどうぞ」

集合時間集合場所所要時間歩行距離開催日コース

6：00槻木生涯学習
センター　　

休憩を含み
約10時間約30娃11月2日㈯

深山、猪倉、
愛宕、鐙摺山
コース

9：00しばたの郷土館休憩を含み
約7時間約20娃11月16日㈯韮神、羽山、

舘山コース
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第2回柴田町行政区対抗玉入れ大会　参加チーム募集 ハンギングバスケット
を作ってみませんか

仙南総合プール日程表（平成25年10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）

葛無料開放／10月20日㈰　毎週第3日曜日（施設利用時間11：00～18：45）
10月27日㈰平成25年度宮城県高等学校新人大会水球競技開催の為終日利用不可

○…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

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　  日・曜日

区分　  　　　　 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火

☆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

△…09:00～16:30　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

◇…09:00～16:30　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 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

　チラシなどを作成する際のポイントや、
デザインを学びましょう。
葛日時／10月30日（水）14：00～16：00
葛場所／亘理町中央公民館視聴覚室
葛募集人数／20人（先着順）
葛対象／NPO・市民活動団体・ボラン
ティア活動団体のメンバーなど
葛参加費／500円
葛持ち物／団体のパンフレット・チラシ
などの印刷物

■申 ■問  みやぎNPOプラザ
　緯022-256-0505

　町民一人ひとりのスポーツ活動への参加意欲を高め、生涯を通じてスポーツ・レク
リエーションに親しむ町民生活のより一層の充実を図り、地域住民や行政区など地域
自治組織との「絆」を深めることを目的に開催します。ぜひご参加ください。
葛日時／11月23日（土）　開会式8：30　　　葛場所／船岡小学校体育館
葛競技人数／競技に参加する1チームの選手は6人（登録は10人以内）
葛競技種目／①フリーの部（20歳以上）　②シニアの部（60歳以上）
葛注意事項／○両種目ともに男女混合可　○各行政区1チームずつの出場とします。
　○出場できるのは、1人1種目です。
葛申込方法／行政区長宅に参加申込書がありますので、直接区長へお申し込みください。
葛申込期限／10月31日（木）　葛参加費／無料
葛その他／参加者全員に1日傷害保険をかけます。参加賞もあります。

■問  スポーツ振興室　緯55-2030

葛期間／11月12日～平成26年2月10日
葛場所／パソコンドクター岩沼教室
　（岩沼市大手町9-6第一マサキビル）
葛訓練内容／パソコン基本操作、ワー
ド・エクセル基礎・応用など
葛受講料／無料（テキスト代12,495円は
自己負担）
葛申込方法／大河原公共職業安定所で申
し込みください。
葛募集人数／15人
葛申込期限／10月16日（水）※延長あり

■問  パソコンドクター岩沼教室
　緯0223-25-2575

葛日時／10月21日（月）10：00～12：00
葛場所／まちづくり推進センター
葛内容／壁掛け型の花の寄せ植えを、プ
ロの指導のもとで作ります。作ったハ
ンギングバスケットは、船岡城址公園
内にコンテスト作品として飾ります。
葛対象／町民　葛募集人数／8人（先着順）
葛参加費／500円
葛申込期間／10月1日（火）～4日（金）
葛持ち物／寄せ植えづくりのできる服装、
ゴム手袋

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111

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）

10月 6日㈰9：00～16：00 

10月20日㈰9：00～16：00 

　入間田テニスコート 
10月13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
10月22日㈫19：00
船岡公民館 会議室1
  体育館・野外運動場調整会議
10月24日㈭19：00 
船岡公民館 会議室1

　
 
月 
分

11

　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

パソコンドクター岩沼教室
求職者支援訓練受講生募集のご案内
～ＩＴビジネス基礎科～

ＮＰＯ・市民活動団体のための
「活動が伝わる印刷物
デザイン講座」
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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
10月 1日㈫近江　宣男

生　　活

10月 8日㈫鈴木　照雄
10月15日㈫佐藤由美子
10月22日㈫関根　朝成
10月29日㈫近江　宣男
11月 5日㈫鈴木　照雄

■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
10月 2日㈬木島　基子

人　　権
10月 9日㈬菅野　敏明
10月16日㈬飯淵　直子
10月30日㈬渡辺みち子
11月 6日㈬渡辺みち子

行政相談週間に伴う総合相談
行政、人権、生活、消費生活相談

相　談　日相談会場

10月23日㈬
10:00～15:00

柴田町役場 委員会室（4階） 　 

槻木生涯学習センター 会議室（1階）

■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

111111111111000000000000月月月月月月月月月月月月111111111111日日日日日日日日日日日日～～～～～～～～～～～～111111111111000000000000月月月月月月月月月月月月777777777777日日日日日日日日日日日日10月1日～10月7日ははははははははははははは

「「「「「「「「「「「「公公公公公公公公公公公公証証証証証証証証証証証証週週週週週週週週週週週週「公証週間間間間間間間間間間間間間」」」」」」」」」」」」」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
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　柴田町商工会では、毎年10月14日前
後に「命尊し」という意味で献血に協力
しています。輸血を待っている方のため
に、皆様のご協力をお願いします。
葛日時／10月15日（火）
　10：00～12：00、13：00～16：00
葛場所／㈱サカモト駐車場
葛協力／柴田町商工会・㈱サカモト
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

　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。町の栄養士や保健師が個別で相談に応じます。
葛期日・場所／毅10月24日（木）保健センター
　　　　　　　毅10月25日（金）槻木生涯学習センター
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。申し込みの際、希望時間をお話しください。
葛対象／平成25年度青年期・特定・基本健康診査を受けた19歳から64歳の方（社会
保険被扶養の方も含む）
葛持ち物／○特定健康診査結果通知表　○筆記用具　○眼鏡（必要な方）
葛申込期限／開催日の1週間前までに申し込んでください。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　私人間の権利・義務を明確にし、争い
を未然に防止するのが公証制度です。
遺言、任意後見、離婚（養育費や慰謝料
など）や金銭・土地建物の貸借、不動産
の売買などの大切な契約は、法務大臣が
任命した法律の専門家である公証人が作
成した、公正証書にしておくことをお勧
めします。お気軽にご連絡ください。
○大河原公証役場　緯53-2265
　〒989-1245大河原町字新南35-3

■問  仙台法務局民事行政部総務課
　緯022-225-5718

　裁判所の調停委員が「もめごと」の解
決のため相談に応じ、調停のしくみや申
し立ての方法などについて説明します。
相談の内容は離婚、遺産分割、親権者変
更、養育費、面会交流、家庭問題などの
家事調停および金銭、土地・建物、クレ
ジット・サラ金、交通事故、近隣関係な
どの民事調停です。
　相談は無料で、予約は不要です。
葛日時／10月12日（土）10：00～15：00
葛場所／白石中央公民館2階

■問  大河原調定協会事務局　緯52-2101

　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・場所／①10月12日（土）10：00～15：00　白石市ふれあいプラザ
　※予約優先（宮城県行政書士会仙南支部　緯59-3277）
　②10月19日（土）13：00～16：00　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

　県労働委員会では、解雇、賃下げ、パワーハラスメントなど労働関係をめぐる労働
者個人と使用者（事業主）との間の紛争について、公益側、労働者側、使用者側を代
表する3人のあっせん員が、中立的な立場で労使間の話し合いを取り持つことにより
紛争の解決をサポートします。労使間のトラブルで困っている労働者、事業主の方は
お気軽に相談してください。
■問  宮城県労働委員会事務局　緯022-211-3787
　ホームページ　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/
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無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料調調調調調調調調調調調調停停停停停停停停停停停停相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談無料調停相談会会会会会会会会会会会会会
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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。
葛日時／10月8日㈫、22日㈫ 9：00～10：00
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。
葛日時／10月8日㈫、22日㈫ 13：00～15：00
※電話での相談は随時行っています。

※上記の会場はすべて県仙南保健所です。
※上記はすべて予約が必要です。

■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（可能性のある）方は、Ｂ
型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス抗体検査（採血）
を無料で受けることができます。
葛日時／10月8日㈫、22日㈫ 15：00～16：00
※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

葛日時／11月16日（土）13：00～16：00　　葛場所／保健センター
 フッ化物塗布者募集
　歯科医がむし歯予防に有効なフッ化物を歯に塗布します。事前に申し込みが必要です。
葛塗布時間／①13：35　②14：10　③14：45　④15：20　※所要時間は30分程度
葛対象／町民（大人も可）　※上記塗布時間①②は乳幼児とその保護者、③④は小学生以上
葛募集人数／220人（先着順）　　葛参加費／無料　
葛申込期間／10月4日（金）～18日（金）　　葛受付時間／平日の8：30～17：15
 歯を強くする「かむかむレシピ」の調理実習参加者の募集
　「歯を強くする料理」の調理実習を実施します。事前に申し込みが必要です。
葛時間／①13：45　②14：15　
葛対象／町内在住の小学生以上（ただし小学校4年生以下は保護者同伴）
葛募集人数／①②ともに18組36人（先着順・1人での参加も可）　葛参加費／無料
葛申込期間／10月4日（金）～18日（金）　葛受付時間／平日の8：30～17：15
葛持ち物／エプロン、三角巾

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　槻木地区の冬の風物詩となった槻木駅
前の光のページェント。今回で9回目と
なる「メタセコイアの奇跡！光り輝け槻
木駅2013」を開催します。町民手づくり
イベントとして、これまで同様に町民募
金（一口500円）を募って実施します。子
どもたちの夢を育み、地域の活性化を図
るためにご支援・ご協力をお願いします。
葛募金活動期間／10月1日～11月30日

■問  「メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木
駅2013」実行委員会事務局（槻木生涯
学習センター内）緯56-1997

　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／10月29日（火）10：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所
葛申込期限／10月15日（火）

■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

葛日時／10月12日（土）13:00～16:00
葛場所／名取駅コミュニティプラザ
葛対象／オストメイト（人工肛門・人工
膀胱保有者）および家族の方
葛内容／術後のケア、ストマ用装具、社
会生活、福祉制度などに関する相談
葛講師／みやぎ県南中核病院看護師
　横澤真姫子 氏

■問  （公社）日本オストミー協会宮城県支
部　緯・思0228-32-4234

　道路や公園などで死んでいる動物の回
収を行っています。動物の死骸を発見し
た場合は、お手数ですが連絡ください。
■問  町民環境課　緯55-2113

「歯っぴー食育フェスタ」を開催します

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 オオオオオオオオオオオオスススススススススススストトトトトトトトトトトトメメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトト相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談オストメイト相談会会会会会会会会会会会会会

　　　　■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

秋の図書館まつり　
葛日時／10月20日（日）10：00～16：00　　葛場所／柴田町図書館
葛イベントスケジュール／
○一日中「お話し会」（絵本読み聞かせ、紙しばいも登場するよ！）10：30～16：00
○親子工作教室　10：00～12：00
　毅ブックカバーづくり体験　※先着10人募集（柴田町図書館まで電話申し込み）
　毅ブックメモ帳づくり　※自由に作ります。
○おもちゃ病院（こわれたおもちゃをなおします）10：00～16：00
○県図書館顧問、仙台大学客員教授、歌人、俳人、作家で伊達家一門登米伊達家
の当主伊達宗弘さんによる記念講演会　10：30～12：00
○まつり限定！喫茶コーナー　10：00～16：00

10月のお話し会
葛日時／10月 5日（土）、12日（土）、26日（土）11：00～12：00　※事前の申し込み不要
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・祝日：10：00～17：00
◆10月の休館日／7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）、31日（木）



●8 お知らせ版 第732号

DAIYAMA　SOUND
FESTIVAL　2013

大河原商業高等学校
文 化 祭

宮城県立視覚支援学校「学校公開」のご案内

○「赤い羽根共同募金運動」
　県では、今月から12月までの3カ月間にわたり「子どもたちの翼になりましょう」を
スローガンに共同募金運動を展開します。皆様のご協力をお願いいたします。

○「親子でリズムあそびをしよう～夢の国で桃がチュウ！？～」
　昔話やリトミックなど、杉の子福祉コーラスと楽しい時間を親子で楽しみましょう。
葛日時／10月29日（火）10：30　※受付10：00　　葛場所／地域福祉センター
葛対象／未就学児とその保護者　　葛募集人数／20組　　葛参加費／無料

○サロンコンサート
　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／10月8日（火）13：30～14：00　　葛場所／地域福祉センター
葛内容／大正琴（大正琴やよい会・つきのき）　葛参加費／無料

○子育てサロン「きらら」
葛日時／10月11日（金）、25日（金）10：00～12：00
※11日は「しばたおもちゃ病院」がオープンしています。　※25日はバルーンアートづくりをします。

葛場所／地域福祉センター　　葛参加費／無料

○子育てサロン「みるく」
葛日時／10月18日（金）10：00～11：45　※当日はアロママッサージも体感できます。
葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき（槻木上町1-1-32）　　葛参加費／無料

○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／10月3日、10日、17日、24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／10月10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）

　一般の方にも教育内容をご理解いただくために毎年実施しています。興味関心のあ
る方、見えにくさで悩んでいる方や関係する方々など、どなたでもおいでいただけま
す。お気軽にご連絡ください。
葛日時／10月17日（木）10：00～15：00　　葛場所／県立視覚支援学校
葛内容／公開授業、視覚補助具や点字等の紹介、全盲・弱視体験
■申  県立視覚支援学校　教育支援相談部（千田）　緯022-234-6333　思022-234-7974
　Ｅメール:soudan@miyagi-mogakko.myswan.ne.jp

　楽しい音楽祭を開催します。ご家族皆
さんでお越しください。
葛日時／10月12日（土）開場13：00～
　開演13：30～15：00
葛場所／とっておきの広場（北船岡：旧
羽山児童館）
葛出演者／野町純子（ソプラノ歌手）、杉
の子福祉コーラス
葛入場料／300円　
■問  とっておきの広場（岡崎）

　子供たちのサッカー大会が、10月5日
（土）、6日（日）に、阿武隈川河川敷グラ
ウンド、農村環境改善センターグラウン
ド、東船岡小学校校庭で開催されます。
このため、周辺地域は混雑が予想されま
す（特に5日の午前中）。
　河川敷で作業される方々にご迷惑をお
かけいたしますが、子供たちのためにご
理解の程よろしくお願いいたします。
■問  槻木ＦＣ（星）

葛日時／10月19日（土）、20日（日）
　9：00～16：00
葛場所／槻木生涯学習センター
○芸能発表（ステージ発表 20日）
○槻木婦人会によるバザー（19日）
○陶芸などの展示 (19日、20日)
○野菜などの即売（19日、20日）

■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　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。
■問  税務課　緯55-2116

葛日時／10月6日（日）10:00～15:30
※小雨決行
葛場所／角田市台山公園　※入場無料
葛内容／ステージ発表のほか、フリー
マーケットや屋台などが出店。
■問  サウンドパークオジマ　緯62-2361

葛日時／10月19日（土）9：30～14：00
葛場所／大河原商業高等学校
葛内容／○ステージ発表（吹奏楽部、ギ
ター部など）　○各種展示　○模擬店
　○販売実習　○ＰＴＡバザーなど
■問  大河原商業高等学校　緯52-1064槻木地区ふるさとまつり

柴田町長杯争奪サッカー大会
開催による混雑のお知らせ

家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新築築築築築築築築築築築築築築築築築築築築築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増増築築築築築築築築築築築築築築築築築築築築築家屋調査（新築・増築））））））））））））））））））））））にににににににににににににににににににににに
ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだださささささささささささささささささささささご協力くださいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい

青少年と障がい者の自立支援センター
～歌に想いをよせて！～

第5回とっておきの広場
コンサート＆手作り作品展示・販売会
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　下記の地域に建物を新築した場合、住居番号を付番するため建物等新築届出の提出
が必要となります。詳しくはお問い合わせ下さい。

■問  都市建設課　緯55-2121

　お知らせ版9月15日号に掲載した「子ども医療費助成の申請はお
済みですか？」に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。
　　（誤）「小学校6年生」　　（正）「小学校未就学」

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：9月17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0.05槻木生涯学習センター
0.07西住公民館0.07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：9月18日（水）】
測定値測定値測定値
0.07西住小学校0.11船迫小学校0.07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
0.09槻木中学校0.10船迫中学校0.08船岡中学校
0.06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：9月19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
0.05西住児童館0.12三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：9月17日（火）】
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：9月13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

◎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9月9日かぼちゃ（露地）
100不検出9月9日つるむらさき（露地）

※検査は県農林水産部

訂正とお詫び

建建建建建建建建建建建物物物物物物物物物物物ををををををををををを新新新新新新新新新新築築築築築築築築築築さささささささささされれれれれれれれれれたたたたたたたたたた方方方方方方方方方方新築された方々々々々々々々々々々々へへへへへへへへへへへおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららせせせせせせせせせせお知らせ

船岡南1丁目～2丁目船岡西1丁目～2丁目船岡中央1丁目～5丁目
北船岡1丁目～3丁目船岡土手内1丁目～3丁目船岡東1丁目～4丁目
槻木下町1丁目～3丁目槻木上町1丁目～3丁目槻木白幡1丁目～5丁目
槻木東1丁目～2丁目槻木西1丁目～3丁目槻木新町1丁目
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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。

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

10/2㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

佐藤（郁）先生平成24年3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）7㈪

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付
9㈬

12:45～13:15大沼（健）先生平成25年5月生まれの方4か月児健康診査
12:45～13:00佐藤（俊）先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（10/8まで要予約）10㈭

12:45～13:15小屋　　先生平成23年6月生まれの方2歳児歯科健康診査　※持ち物：歯ブラシ、
調査票（フッ素塗布希望者）15㈫

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付
16㈬

12:45～13:15大沼（健）先生
小田部（岳）先生平成22年4月生まれの方3歳6か月児健康診査

※持ち物：歯ブラシ

  9:15～   9:45平成24年10月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）　18㈮

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）
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付23㈬
  9:00～10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）29㈫
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付30㈬
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

11/6㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

川口　　先生平成24年4月生まれの方1歳6か月児健康診査　
※持ち物：歯ブラシ

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

さとう調剤薬局
　大河原　緯 51-4431

やすらぎ調剤薬局
　村　田　緯 83-6890

もり歯科クリニック
　大河原　緯 52-1563

庄司クリニック
　大河原　緯 51-3741

村田内科クリニック
　村　田　緯 83-6061

10/6
㈰

ペガサス薬局
　大河原　緯 87-6097

ひがし薬局大河原
　大河原　緯 51-3055

山家歯科クリニック
　川　崎　緯 84-2266

さくらの杜診療所
　大河原　緯 51-4625

甘糟医院
　大河原　緯 53-1460

13
㈰

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　緯 51-3121

ホシ薬局
　大河原　緯 52-1127

さくら歯科
　大河原　緯 52-3900

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

安藤医院
　大河原　緯 52-1123

14
㈪

仙台調剤大河原西店
　大河原　緯 51-4011

もみの木薬局
　船　岡　緯 54-3837

吉田歯科医院
　村　田　緯 83-2061

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

村川医院
　船　岡　緯 54-2316

20
㈰

柴田薬局
　槻　木　緯 56-3715

トミザワ薬局船迫店
　船　岡　緯 58-1211

よしだ歯科医院
　船　岡　緯 57-1918

乾医院
　槻　木　緯 56-1451

ふなばさま医院
　船　岡　緯 58-2220

27
㈰

すずらん薬局
　船　岡　緯 57-1322

こひつじ薬局
　槻　木　緯 86-4189

和野歯科医院
　船　岡　緯 55-5126

船岡今野病院
　船　岡　緯 54-1034

おおぬま小児科
　槻　木　緯 87-7561

11/3
㈰

アイランド薬局
　大河原　緯 53-4189

菊池歯科医院
　船　岡　緯 57-2950

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

町南診療所
　村　田　緯 83-5503

4
㈪

川田薬局
　船　岡　緯 59-2777

村田調剤薬局
　村　田　緯 83-5641

安藤歯科医院
　大河原　緯 53-2348

宮上クリニック
　船　岡　緯 55-4103

山田医院
　村　田　緯 83-2088

10
㈰
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