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　町営住宅の入居者を募集します。応募

者多数の場合は抽選になります。

�募集住宅／

　①神山前 1-303 号（2K）単身可

　②北船岡 604号（1LDK）単身可

　③槻木駅前 1002号（3LDK）単身不可

�資格／要件がありますので、都市建設

　課に確認ください。

�家賃／住宅および入居者の収入額・家

　族構成などによって異なります。

�入居可能日／ 7月 1日（日）予定

�申込用紙／都市建設課または槻木事務

　所で配布します。

�申込期限／ 5月 18日（金）

�申込場所／都市建設課
※槻木事務所では受け付けできません。

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

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）

町営住宅入居者募集

　子どもや家庭、子どもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に
毎年5月 5日の「こどもの日」から1週間を「児童福祉週間」と定めています。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

※第9回町民バドミントン大会および第37回町民ラージボール卓球大会は、秋の開催予定となります。詳しい日程などは、後日、お知らせ版に掲
　載いたします。

■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　� 55-2030

代表者会議申込期限人数構成開催場所開　催　日競　　技　　名

5月 30日（水）
船岡公民館
14：00～

5月19日 （土）男女混合可　8人以内総合運動場
6月 8 日（金）
予備日  6 月 9日（土）

第32回
町民ゲートボール大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）

6 月 14日（木）
船岡公民館
19：00～

5月31日（木）

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

船岡中学校
（体育館）

6月 24日（日）
第50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 13日（水）
船岡公民館
19：00～

5月31日（木）男女混合可　25人以内
総合運動場
並松Ｇ

阿武隈川Ｇ

6月 24日（日）
7月 1 日（日）

第40回
町民ソフトボール大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）

5月31日（木）個人戦総合運動場
6月 20日（水）
予備日  6 月 21日（木）

第15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）

　町では、新たな公共交通システムの導入について、住民、関係団体代表者などで組
織した柴田町地域公共交通活性化協議会において検討してきました。検討の結果、デ
マンド型（予約制）乗合タクシーの運行を実施することとなり、8月からの運行開始
に向けて準備を進めています。利用方法などについて、説明会を開催しますので、ぜ
ひお近くの会場へ足をお運びください。（申し込み不要）

デマンド型（予約制）乗合タクシー利用説明会開催

場　　　所日　　時場　　　所日　　時

西住公民館14:00 ～5/21（月）農村環境改善センター14:00 ～5/15（火）

槻木生涯学習センター14:00 ～22（火）柴田町保健センター14:00 ～17（木）

船迫生涯学習センター14:00 ～25（金）船岡生涯学習センター14:00 ～18（金）

■問  まちづくり政策課　� 54-2111
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　東日本大震災により住宅に著しい被害を受けた「世帯」に対する支援金給付制度「被
災者生活再建支援制度」について、申請期間が延長となりましたのでお知らせします。
�申請期間／①基礎支援金：災害発生日～平成25年 4月 10日
　　　　　　　※県内の全市町村は、基礎支援金の申請期間が12ヵ月延長になりました
　　　　　　②加算支援金：災害発生日～平成30年 4月 10日
　　　　　　　※県内の全市町村は、加算支援金の申請期間が48ヵ月延長になりました
�対象者／平成23年 3月 11日の東日本大震災により被災し、り災証明の判定が「全
　壊」または「大規模半壊」の世帯
※住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じる
　などして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費が
　掛かるため、住宅を解体した場合には「全壊」として扱われます。

�支援金の支給額／支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額になります。
　① 基礎支援金：住宅の被害程度に応じて支給する支援金
　② 加算支援金：住宅の再建方法に応じて支給する支援金

　
�申請方法／「被災者生活再建支援金支給申請書」に次の書類を添えて福祉課に提出
　してください。※申請書は福祉課に備えています。
　①基礎支援金：り災証明書、住民票、預金通帳の写し、住宅を解体した場合には解
　　　　　　　　体証明書など
　②加算支援金：住宅の建設・購入、補修または賃借等に係る契約書の写し
�実施機関／被災者生活再建支援法人　財団法人都道府県会館

■問  福祉課　� 55-5010

　平成 24年 4月から「子ども手当」に

かわり「児童手当」が支給されます。

　児童手当は、児童を養育している方に

手当を支給することにより、次代の社会

を担う児童の健やかな成長に資すること

を目的としています。

�対象／中学校修了前の児童

�手当の月額／（1人につき）

　� 0歳～ 3歳未満（一律）　15,000円

　� 3 歳～小学校修了前　　10,000 円

　　　　　　（第 3子以降   15,000 円）

　�中学生（一律）　   　　　 10,000 円

　�所得制限を超えた受給者（一律）

5,000 円
※養育する児童で 18歳到達後の最初の 3月
　31日までの間にある児童のうち年長者か
　ら第 1子、第 2子、第 3子…と数えます。
※平成 24年 6月分（平成 24年 10月振込分）
　から所得制限が導入されます。

�支給月日／ 6月 8日（金）

　　　　　（平成 24年 2月分～ 5月分）
※6月支給にあたり、改めて手続きは不要です。

 現況届について

　6月に現況届の提出が必要となります。

詳細は、後日お知らせいたします。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　柴田町図書館開館 3周年を記念して、
各種イベントを開催します。ぜひ図書館
で楽しい一日をお過ごしください。
�日時／5月27日（日）10:00～16:00
�会場／柴田町図書館
�内容／一日中お話し会、工作教室（竹
　とんぼ作り、透明ブックカバー体験、
　本のポップ作り体験）、図書館古本市、
　読書支援ボランティア団体パネル展、
　かえっこバザール、喫茶コーナー
　

　あなたの大切な本に、図書館の本と同じ
ような透明ブックカバーを付けませんか。
�日時／5月27日（日）11:00～12:00
�募集人数／ 10人（先着順）
�持ち物／大切にしている本一冊をお持
　ちください。

■申 ■問  柴田町図書館　� 86-3820

　町の仕事や予算をわかりやすく住民に

お知らせするため、平成 24年度版の予

算説明書「よくわかる町の仕事と予算」

の冊子を作成し全戸配布します。

　予算説明書に「協賛広告」を掲載して

いただける事業者を募集します。

�掲載料金／ 1枠 10,000 円　

�掲載内容／事業者名・住所・電話番号

�申込期限／ 5月 15日（火）

�申込方法／申込書により、Ｅメール、

　ＦＡＸ、郵送などで受け付

　けます。申込書は、町ホー

　ムページからダウンロード

　できます。

■申 ■問  まちづくり政策課
　� 54-2111

児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当児童手当について 被災者生活再建支援制度申請期間延長のお知らせ

　　　　　　　���������������������������������

　　　　　　　���������������������������������

図書館開館 3周年記念

柴田町図書館誕生祭
平成24年度予算説明書　　　 

「よくわかる　　　　
　　町の仕事と予算」

透明ブックカバー体験　

②加算支援金①基礎支援金世帯区分

200万円建設・購入
＋

100万円全　壊複数世帯
（世帯の構成員が複数）

100 万円補　修
50万円大規模半壊 50万円賃　借

150万円建設・購入
＋

75万円全　壊単数世帯
（世帯の構成員が単数）

75万円補　修
37.5 万円大規模半壊 37.5 万円賃　借

移動なかよし広場 
～みんなでなかよく遊びましょう♪～

�テーマ／①②はじめまして　③春を探
　そう

�内容／①②歌遊びほか　③周囲の散策
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※天候により内容が変更になる場合があります。
※保健師の健康相談もあります。事前の申し
　込みは不要です。

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

�日時・場所／

場　所日　　時

船岡生涯学習
センター　　

5月 10日（木）
9：45～ 11：30①

西住公民館5月 22日（火）
9：45～ 11：30②

農村環境改善
センター　　

5月 25日（金）
9：45～ 11：30③
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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 6 日（日） 9:00 ～ 16:00

5月20 日（日） 9:00 ～ 16:00
入間田テニスコート
5月13 日（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 

日時／5月22日（火） 19:00～
場所／船岡公民館 

  体育館・野外運動場調整会議 

日時／5月24日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

6
月
分

 お知らせ  　船岡体育館は、改修が必要なこと
から当分の間「使用休止」となっております。

■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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 1 日（火）飯渕　紀子

生　　活

5月 8 日（火）関根　朝成

5月15日（火）佐藤由美子

5月22日（火）近江　宣男

5月29日（火）飯渕　紀子

■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 2 日（水）大友　勝彦

人　　権

5月 9 日（水）木島　基子

5月16日（水）桂川　クメ

5月23日（水）渡邊みち子

5月30日（水）佐久間捷哉

5月23日（水）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（休日除く）

相　談　日担当相談員相談区分

毎週（火）（水）（金）日下　信子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

�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）
�無料開放／5月20日（日）毎月第3日曜日　　�祝日営業／5月3日（木）、4日（金）、5日（土）11:00～19:00（施設利用時間11:00～18:45）
※シンクロ宮城県選手選考会 5月 26日（土）15:00～ 21:00全館休館、5月 27日（日） 全館休館

○…全面利用可能　　☆…レッスン又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

仙南総合プール日程表（平成24年 5月分）

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

　東日本大震災によって被災した以下に該当する方について、平成23年 2月分から

平成24年 6月分までの国民年金保険料の免除申請手続きが平成24年 6月末日まで

延長になりました。

①住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の 1以上の損害を受けられた方

②福島第一原子力発電所の事故により、避難指示・屋内退避指示を受けた下記市町村

　に平成23年 3月 11日時点で住所を有していた方

○対象となる市町村（福島県内の一部の市町村）

�申請方法／国民年金保険料免除申請書の提出が必要になります。なお、①財産損害
　での申請の場合は被災状況届（り災証明書の写しでも可）の添付が必要となります。

　用紙は健康推進課、槻木事務所、大河原年金事務所にありますのでお申し出ください。

�提出先／住所地の役場窓口または全国の年金事務所　　�申請期限／6月末日

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113、健康推進課　� 55-2114

�日時／5月19日（土）13：00～16：00
�場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）
�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

※予約制です。開催日の前日まで電話で受け
　付けます。
※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。

■予 ■問  福島行政事務所　� 59-3277

　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。

■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） � 58-1771

　行政相談委員星マサ子さんの後任とし
て大宮照夫さんが、4月 1日付けで総務
大臣から委嘱されました。
　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、無料で秘密は守りますので、お気
軽にご相談ください。

■問  町民環境課　� 55-2113

被災による国民年金保険料の免除申請手続きが延長

田村市、南相馬市、（伊達郡）川俣町、（双葉郡）広野町・楢葉町・富岡町・川内村・
大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村、（相馬郡）飯館村

行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員行政相談委員ににににににににににに大大大大大大大大大大宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮照照照照照照照照照照夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫大宮照夫ささささささささささんんんんんんんんんんさん
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　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 25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。

�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）
�内容／

※対象の年齢は、平成25年 3月 31日現在の年齢です。

�自己負担料／

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　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、新しいワクチンが承認されたことから、平成22年度より 3・4歳児

を対象に積極的勧奨が再開されています。

　平成23年度より、中止勧告のため接種機会を逃した方に対して1期特例措置が設

けられました。平成24年度は、小学2年生・3年生（平成15年4月2日生～平成
17年4月1日生）の方が積極的勧奨の対象となり、ご自宅に予診票を送付しています。
　3月以降の転入者など、通知が届いていない方はお問い合わせください。

 注意事項
①今回送付した予診票のうち、すでに接種済みのものは破棄してください。

②日本脳炎2期については、現在、積極的勧奨になっておりません。

■問  健康推進課　� 55-2160

　子どもから大人まで楽しめる「歯や口に関する健康コーナー」やむし歯予防に有効

といわれている「フッ素塗布」など、ためになる楽しいコーナーが盛りだくさんです。

ぜひご参加ください。

�日時／ 6月 9日（土）12：45～ 15：30　　�場所／村田町保健センター
�内容／フッ素塗布、歯科検診・相談、歯の川柳展示、細菌が見られる顕微鏡コーナー、
　骨量測定（先着70人）、ビデオ上映、歯の模型色付けコーナー、訪問診療コーナー、

　お薬相談、スタンプラリー（先着順に粗品プレゼント）など

�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。事前にお申し込みください。

�対象／0歳～小学 6年生までのお子さん　　�募集人員／400人（先着順）
�募集期間／5月 2日（水）～ 16日（水）　　　 �受付時間／8：30～ 17：15

■申 ■問  村田町健康福祉課　� 83-6402

　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
つかりますよう骨髄バンクドナー登録
にご協力ください。（要予約）
�日時／ 5月 8日（火）、22日（火）
　9：00～ 10：00
�場所／県仙南保健所
�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

■予 ■問  県仙南保健所疾病対策班
　� 53-3121

　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）
�日時／ 5月 8日（火）、22日（火）
　13：00～ 15：00
�場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

○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

どをゆったりと楽しんでみませんか。

時間内は出入り自由です。

�日時／5月10日（木）、17日（木）、24
　日（木）、31日（木）15：30～17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
�日時／5月10日（木）13：30～15：30
�参加費／ 100円

○児童文化を学ぼう会
～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・折り紙
　などを学び合い、子どもたちに届けよう～

�日時／5月23日（水）19：00～20：30
�参加費／ 300円

�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）

歯の衛生週間　村田大会

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

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
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　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。

�日時／ 5月 10日（木）～ 13日（日）
　9：30～ 17：00

�場所／柴田町観光物産交流館（さくらの里）
�販売価格／ 1,200 円程度（籠付き）

■問  農政課　� 55-2122

　自由にふらっと気軽に遊べる“屋根の

ある公園“です。気軽にお出掛けくださ

い。8日はおもちゃ病院も開院します。

�日時／ 5月 8日～ 29日の毎週火曜日
　10：00～ 11：45　（予約不要）

�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴田店隣）
�対象／ 0歳児～未就園児を持つ親子
�参加費／無料
�持ち物／お手拭き、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　� 080-4178-9374

　お子さんと一緒に、月齢に合った離乳

食を味わってみませんか。

�日時／5月21日（月）10：00～11：30

�受付時間／ 10：00～ 10：15

�場所／保健センター 2階

�内容／離乳食講話および試食、家庭教

　育講話、個別相談（希望者）

�募集人数／生後 5～ 10か月の乳児と

　保護者 15組

�申込期限／ 5月 14日（月）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　生徒さんの素敵な作品をご覧ください。

�日時／ 5月 9日（水）～ 12日（土）
　10：00～17：00　※土曜日は15：00まで

�場所／しばたの郷土館　※入場無料

■問  富樫　� 56-2099

　食生活改善推進員（ヘルスメイト）の

養成講座「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。

�日程／5月15日（火）、6月8日（金）、
　7月10日（火）、9月6日（木）、10月11
　日（木）、11月13日（火）、12月6日（木）、
　1月11日（金）、2月12日（火）、3月7
　日（木）（全10回）
�場所／保健センター
�内容／健康講話・調理実習・運動実技
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／受講料無料
　（材料費実費負担　年額 4,000 円）

�申込期限／ 5月 14日（月）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　5月 21日の朝、柴田町で最大 93％が

欠ける部分日食が見られます。日食観察

には危険が伴います。このため部分日食

を安全に観察するための勉強会を開催し

ます。ぜひご参加ください。

�日時／5月12日（土）14：00～15：30

�場所／船迫生涯学習センター

�募集人数／ 50人程度

�参加料／無料

�申込方法／電話、ＦＡＸ、Ｅメール

�申込期限／ 5月 8日（火）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135
　� 55-2132　Ｅメール :social-edu

　@town.shibata.miyagi.jp

�日時／毎週水・木曜日18：00～21：00
　と毎週金曜日 9：00～ 12：00（週 2回）

�場所／船迫生涯学習センター
�募集人数／ 5人
�会費／月額3,000円（入部時1,000円）

■問  桜山遊会（早川）

�日時／毎月第4金曜日  9:00～12:00
�場所／槻木生涯学習センター
�募集人数／若干名
�会費／年額 3,000 円

■申 ■問   柴田童謡愛好会（森）

ふれあい教室生募集

にこにこマンマ離乳食

日食観察勉強会
～安全に日食を観察するために～

パッチワークとトールペイントの作品展

「笑顔いっぱいの集いから…」

第 27回兆水会

謡水教室民謡の集い
�日時／ 5月 27日（日）9:30 ～
�場所／槻木生涯学習センター ※入場無料
�出演／地元民謡の先生、舞踊団体ほか

■問  兆水会（高橋）　

柴田童謡愛好会  

太  極  拳 

子育てサロン「きらら」「みるく」
　子どもとおかあさんがつどい、みんなで楽しく遊んだりお母さん同士が交流したり

する広場です。（時間内出入り自由）

　
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。

�日時／ 5月 1日（火）13：30～ 14：00　　�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／伝統お座敷芸（芸能ボランティア「百笑長屋」）　　�参加費／無料
※毎月第1火曜日の午後は、毎回楽しい企画をしています。

「みるく」
�日時／5月18日（金）10：00～11：45
※当日は「しばたおもちゃ病院」もオープンします。

�場所／多機能型地域ケアホームつきのき

�参加費／無料

「きらら」
�日時／ 5月 11日（金）、25日（金）
　10：00～ 12：00
※ 25日は人形劇「なかよし劇団」があります。
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／無料

子育てひろば““““““““““ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆるるるるるるるるるるりりりりりりりりりりんんんんんんんんんん””””””””””“ゆるりん”
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※3回以上出席した受講生には、宮城県教育委員会教育長から修了証が交付されます。

�場所／船迫生涯学習センター　　�対象／18歳以上の県民
�募集人数／30人程度
�参加料／第1回・第 3回は無料、第2回は材料代 500円、第 4回は材料代 300円
�申込方法／電話、ＦＡＸ、Ｅメール　　�申込期限／5月 31日（木）

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

　男の料理ならではの、ぱっと出来る簡

単料理（酒のつまみ）から本格的なおもて

なし料理までチャレンジ。季節に合わせ

地元の食材などを使い楽しく調理します。

�日時／ 5月 26日（土）9：30～
　（毎月第 4土曜実施予定）

�場所／船迫生涯学習センター
�講師／柴田町食生活改善推進員協議会
（ヘルスメイト）ほか

�定員／ 10人
�参加費／月　額　1,500 円程度
　　　　　年会費　2,000 円

■申 ■問  男の厨房愛好会（井上）
　

　県内外の公募展などで入賞・入選し

た町内の芸術家の作品18点（絵画、

書、彫刻、工芸）を展示します。

�期間／ 5月27日（日）まで 9:00～16:30

�会場／しばたの郷土館　思源閣

�入場料／無料

　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。

�日時／ 5月 20日（日）9:00～ 15:00

�如心庵／猪股宗鶴社中（裏千家）

　　　　　　　　　　　　濃茶席

�立礼／みやぎ南青年部　薄茶席

�広間／煎茶道三彩流洸泉会南支部

　　　　　　　　　　　　玉露席

�茶券／前売券1,500円 (3席濃茶席含む )

　　　　　　　　 800円 (2席薄茶席のみ )

　　　　当日券 　500円 (1席薄茶席のみ )

�主催／柴田町茶会運営委員会

�日時／ 5月 12日（土）9:30～ 11:00

�場所／しばたの郷土館

�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。

�対象／小学4年生以上

�参加費／400円

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

「桜の中の美術祭」

しばた茶会

�場所／仙南地域職業訓練センター　　�定員／20人　　�受講料／9,500円
�申込方法／電話で当訓練センターへ申し込みください。　　�申込期限／5月15日（火）

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　� 57-1501

　あなたの声を生かしませんか？　毎月広報紙をテープに吹き込んで、目の不自由な

方にお届けしています。活動日は、3カ月に1回 2～ 3日程度です。学生さんや主婦

など、どなたでも大歓迎です。

■申 ■問  朗読ボランティア「結」（山口）� 54-3883 男の厨房愛好会

5月のトンボ玉体験会

【まちづくり政策課】○三愛ロジスティクス㈱さんが、デジタルHDビデオカメラレ
コーダー一式を寄贈　【福祉課】○Ｎ・Ｃいりまださんが、福祉活動費として5,839
円を寄付　○関　正忠さん（船岡字新生町）が、社会福祉資金として100,000 円を寄

付　○柴田ライオンズクラブさんが、ホットカーペットを寄贈　【町民環境課】○三ヶ
屋敷契約会さんが、有縁無縁三界萬霊塔一式を寄贈　【西住児童館】○西住地域活動ク
ラブさんが、カーペット・石油ストーブを寄贈　【生涯学習課】○渡辺義光さん（船岡
東三丁目）が、各生涯学習センターへデザイン額縁を寄贈　【槻木生涯学習センター】
○㈱ケー・アンド・アイさんが、社会教育事業資金として5,000円を寄付　【柴田町
図書館】○柴田町図書館サポート委員会さんが、図書費用として20,000 円を寄付　
【船岡小学校】○恵林寺さんがトイレットペーパーを寄贈　【船岡中学校】○昭和41
年度船岡中学校卒業「還暦を祝う会」さんが、教育充実費として50,000 円を寄付

声のボランティア募集

仙南地域職業訓練センター市民講座
内　　　　　容実施日時講座名

園芸を楽しむために必要な知識や、
時期にあった手入れの仕方など実技
指導します。庭木 ･盆栽 ･寄せ植え
など学べる教室です！

5月18日（金）～3月15日（金）
［毎月第 3金曜日　計 11回］

9:00 ～ 11:30
園芸教室

みやぎ県民大学「開けてみよう！仲間づくりのトビラ」
内　　　　　　　　容日　　時

講義・実技／みんなで楽しく仲間づくり～ＰＡ体験を通して～
講師／小野優子 氏

6月 14日（木）
10:00 ～ 11:40

第 1回

講義・実技／花・コミュニケーション～花が生み出すセラピー効果～
講師／上野みち子 氏（フラワーセラピー研究会仙台代表）

6月 21日（木）
10:00 ～ 11:30

第 2回

講義・演習／音楽で響き合おう！
講師／小野寺範子 氏（ミュージックサロン）　

7月 5日（木）
10:00 ～ 11:30

第 3回

講義・演習／アートで結ぶコミュニケーション
　　　　　　　～抽象表現の世界を体験～
講師／小野寺良枝 氏（臨床美術せんだい代表）

7月 19日（木）
10:00 ～ 11:40

第 4回
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認 知 症 講 演 会
　認知症は、85歳以上の 4人に一人がなる可能性のある身近な病気です。認知症に

ついて地域で理解を深め、認知症になっても安心して暮らせる町づくりを目指しま

しょう。関心のある方は、ぜひご参加ください。

�日時／ 5月 17日（木）13:30 ～ 15:00　　� 場所／柴田町地域福祉センター
�内容／講演「認知症という病気を知ろう」　
�講師／本多修氏（仙南サナトリウム副院長）

■問  柴田町地域包括支援センター　� 86-3340、福祉課　� 55-2159

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：4月 17日（火）】

測定値測定値

0.12船岡生涯学習センター0.10柴田町役場

0.10船迫生涯学習センター0.09槻木生涯学習センター

0.11西住公民館0.12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 18日（水）】

測定値測定値測定値

0.19西住小学校0.18船迫小学校0.13船岡小学校

0.09柴田小学校0.15槻木小学校0.20東船岡小学校

0.13槻木中学校0.19船迫中学校0.15船岡中学校

0.17たんぽぽ幼稚園0.18浄心幼稚園0.23第一幼稚園

※毎週１回測定。私立幼稚園は随時測定0.10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 12日（木）】　

測定値測定値測定値

0.23西船迫保育所0.19槻木保育所0.24船岡保育所

0.21西住児童館0.18三名生児童館0.16柴田児童館

※毎週１回測定0.16むつみ学園0.22船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：4月 16日（月）】

測定値測定値測定値

0.22剣崎公園0.19白幡児童遊園0.29並松公園

0.11船岡城址公園0.22舘前緑地0.25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100cm／定点測定地、中学校
　　　　　　地表から 50cm／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 9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
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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…

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

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

すずらん薬局
　船　岡　� 57-1322

アイン薬局村田店
　村　田　� 82-1682

さとう歯科医院
　槻　木　� 56-5112

船岡今野病院
　船　岡　� 54-1034

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

5/3
（木）

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

船岡調剤薬局
　船　岡　� 58-1189

榊原歯科医院
　村　田　� 83-2419

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

太田内科
　船　岡　� 55-1702

4
（金）

やすらぎ調剤薬局
　村　田　� 83-6890

後藤歯科医院
　大河原　� 52-2533

善積医院
　村　田　� 83-2172

村田内科クリニック
　村　田　� 83-6061

5
（土）

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

つばさ薬局船岡店
　船　岡　� 58-1065

えんどう歯科医院
　大河原　� 53-2555

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

しばた協同クリニック
　船　岡　� 57-2310

6
（日）

ひばり調剤薬局
　大河原　� 52-8686

甲子調剤薬局
　大河原　� 51-5085

大友歯科医院
　船　岡　� 57-2120

大河原整形外科クリニック
　大河原　� 51-1502

平井内科
　大河原　� 52-2777

13
（日）

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

大沼歯科医院
　村　田　� 83-4395

高沢外科・胃腸科
　船　岡　� 57-1231

さくら小児科医院
　大河原　� 51-5355

20
（日）

仙台調剤大河原西店
　大河原　� 51-4011

やすらぎ調剤薬局
　村　田　� 83-6890

小田部歯科医院
　大河原　� 53-2134

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

村田内科クリニック
　村　田　� 83-6061

27
（日）

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

アイン薬局村田店
　村　田　� 82-1682

おたべ歯科クリニック
　槻　木　� 56-1853

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

6/3
（日）

ひがし薬局大河原
　大河原　� 51-3055

川口歯科医院
　船　岡　� 55-5493

善積医院
　村　田　� 83-2172

甘糟医院
　大河原　� 53-1460

10
（日）

※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
※乳幼児健康診査および相談のときは、ビニール袋をお持ちいただき、災害に備え、会場内ではビニール袋に靴を入れて持ち歩きください
※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はご来場をご遠慮ください

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5/2（水）

  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（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付9（水）

12：45～ 13：15中井先生、大友先生平成 22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

11（金）

  9：15～   9：45平成 23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）14（月）

12：45～ 13：15乾先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）15（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

16（水）
12：45～ 13：15板野先生、和野先生平成 20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

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 12月生まれの方4か月児健康診査17（木）

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）18（金）

12：45～ 13：15乾先生平成 22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）

22（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付23（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）28（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付30（水）

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
佐藤（郁）先生

平成 22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

6/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付6（水）

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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