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　議会基本条例制定に向け、議員で構成

する策定部会において素案づくりに取り

組んでいます。傍聴希望の方は、直接会

場へお越しください。

�会議名／全員協議会「（仮称）柴田町議
　会基本条例」素案策定部会

�日時／ 5月 21日（月）9:30 ～ 12:00
　　　 　6月 5日（火）13:30 ～ 16:00
※以後の開催日時は未定です。

�場所／役場 4階　議会委員会室

■問  議会事務局　� 55-2136

　東日本大震災では、特に昭和56年 5月以前の耐震基準で建てられた木造住宅に大

きな被害が生じました。震災に関連する余震や宮城県沖を震源とする大規模地震へ引

き続き警戒が必要です。今後に備え、町では木造住宅の耐震強度について、正しく認

識していただくため、戸建て木造住宅の耐震診断助成事業を行います。

�内容／県などが認定した木造住宅耐震診断士を派遣し、住宅の耐震診断と改修計画
　を行います。

�対象／昭和56年 5月 31日以前に着工した木造戸建て住宅　
�募集件数／30件（先着順）
�費用／住宅の延床面積により8,000円以上の自己負担が掛かります。
�受付開始日／5月 16日（水）～

■問  都市建設課　� 55-2121

　ファミリー・サポート・センターでは、

協力会員と利用会員の募集を行っていま

す。利用したい方、関心のある方はぜひ

ご参加下さい。託児もありますのでご利

用下さい。

�日時・場所／

　

�募集人数／各 30人（先着順）
�申込期限／ 5月 23日（水）

■申 ■問  柴田町ファミリー・サポート・セ
　ンター（船迫児童館内）　� 87-7871

　ビンや缶、ペットボトル、容器包装プラなどの「資源ごみ」は、7月から新しいレ
ジ袋型の『資源ごみ袋』で出していただくようになります。新しごみ袋は、6月 1日
からスーパーや個人商店などで販売されます。

�日時／5月26日（土）13：30～16：00　　�場所／槻木生涯学習センター　※入場無料
�内容／講演：佐藤九二一氏「私の教員時代から、平成の教育に期待すること」
　　　　対談：「平和をつくる学校、誰もが幸せになれる社会を目指して」

　　　　　　　聞き手　大平聡氏（宮城学院女子大学教授）

■問  しばたまち平和の祭典実行委員会（柴田）　

木造住宅耐震診断助成事業について

第3回しばたまち平和の祭典プレ企画
生かされて、生かされて 92歳

佐藤九二一　昭和教育史（私）を語る

■問  町民環境課　� 55-2113

種　　類
Ｌ（45�）、Ｍ（30�）
Ｓ（20�）、SS（10�）

※新しい袋の販売価格は、販売店によ
　り異なります。
※参考価格：Ｌ (45� ) 約 10円 / 枚

船岡生涯　　　
　学習センター

5月 24日（木）
10：00～ 11：00

槻木生涯　　　
　学習センター

5月 30日（水）
10：00～ 11：00

船迫生涯　　　
　学習センター

5月 31日（木）
10：00～ 11：00



お知らせ版●2 第 699号

　火災、災害から町民の生命と財産を守

るために、団員が日ごろから訓練してい

る消防技術をご覧ください。

�日時／ 5月 27日（日）9：00～ 12：00
�場所／柴田町総合運動場
　　　　  ※雨天時は船岡小学校体育館

�内容／通常点検、機械器具点検、分列
　行進、実地放水ほか

�サイレン吹鳴／ 7：00、7：20

■問  総務課　� 55-2111

1．医療情報システムの入れ替えにつきましては、おかげさまで大きな混乱もなく無
　事終了しました。ご協力ありがとうございました。
2．公立病院改革ガイドラインに基づく当院の改革プランにより、4月から病院の経
　営形態が地方公営企業法の一部適用から全部適用へ移行しました。新たに就任した
　病院事業管理者が、病院開設者 (構成市町の首長 )に代わり、組織や人事、経営な
　どに独立した権限と責任を有し、迅速で柔軟な経営を行います。行政との関わりや、
　住民の皆さまの病院の利用についてはこれまでどおりです。ご理解とご協力をお願
　いいたします。

■問  みやぎ県南中核病院　� 51-5500　URL http://www.southmiyagi-mc.jp/

　年金額は物価の伸びで改定され、4月

分（6月支給）より変更されることになっ

ています。平成 23年度の物価が、平成

22年度の物価よりも 0.3％下がったた

め、平成 24年度の年金額は前年度より

減額となります。

 国民年金（基礎年金）の年額
○老齢基礎年金（満額のとき）786,500 円

○障害基礎年金　　    1 級　983,100 円

　　　　　　  　　  　2級　786,500 円

○遺族基礎年金　　  　　  　786,500 円

（子の加算額）

　� 2 人目まで 1人につき　226,300 円

　� 3 人目以降 1人につき　  75,400 円

■問  日本年金機構大河原年金事務所
　� 51-3113

　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、それぞれ悩みや

不安があると思います。妊婦さん同士の

交流を通して、健康に妊娠期を過ごせる

様に、一緒に体験をしませんか？

�日時／ 6月 7日（木）9：30～ 11：40
�受付時間／ 9：00～ 9：20
�場所／保健センター（1階）
�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！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具
※直接会場へお越しください。（予約不要）

■問  健康推進課　� 55-2160

　対象世帯に対して、地上デジタル放送簡
易チューナーを無償で給付します。
�対象／次の項目に該当する、地上デジタ
　ル放送未対応のテレビをお持ちの世帯
　①65歳以上の方のみの世帯
　②身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
　　手帳をお持ちの方がいる世帯
　③その他、町長が特に必要と認める世帯
�給付台数／100台　　�持ち物／印鑑

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

　町有害鳥獣駆除隊員（だいだい色の腕
章を付け、鳥獣捕獲許可証を持参）によ
る有害鳥獣駆除を実施します。
�日時／ 5月 27日（日）
　　　　（日の出から日の入りまで）
�区域／市街地を除く町内全域
�重点地区／白石川（東北リコー下流域）、
　阿武隈川、農業用ため池
�対象鳥獣／カラス、カルガモなど
�駆除方法／銃器による駆除

■問  農政課　� 55-2122

　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。
�日時／ 6月 6日（水）13：30～ 15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

「柴田のゆず酒」販売中
　町の特産品である雨乞のゆずをふん

だんに使用したフルーティなゆず酒が

出来上がりました。ゆず特有の酸味と

風味を存分に引き出しながら、ほんの

り甘みのあるお酒です。アルコール度

数も 8％と優しく、冷やして飲めばさ

らにおいしいリキュールです。

�販売所／柴田町観光物産交流館
　　　　　柴田町太陽の村

�価格／ 1本（500ml）1,000 円（税込）
　

柴田町観光物産交流館「さくらの里」
オープン 1周年記念感謝祭

　さくらの里では、開館 1周年を記念

して、感謝祭を行います。

�日時／6月3日（日）9：00～14：00
�場所／観光物産交流館（さくらの里）
�内容／ 1,000 円以上お買い上げの
　方先着 200名様にもれなく景品が

　当たる抽選会、農産物直売所「結友」

　による、つきたて餅の振る舞い（先

　着 200人、11：00～）、スコップ三

　味線ショーなどを行います。

■問  柴田町観光物産協会  � 56-3970

　オープン 10周年を記念し、日ごろの
感謝を込めてイベントを開催します。
�日時／ 5月 26日（土）9：00～ 14：00
�場所／みやぎ仙南農業協同組合本店
�内容／つきたて餅の振る舞い（先着200
　人、10：00～）、お買い上げ金額に応
　じたお楽しみ抽選会。

■問  産直会ふ・う・ど  � 080-1830-1658
　営業日  火・木・土曜日9：00～ 13：00

地上デジタル放送
簡易チューナーを
無償給付します

柴田町観光物産協会からのお知らせ

産直会ふうど 10周年祭開催

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
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　検診は、指定医療機関での個別検診で

す。申し込まなかった方で、受診を希望

する方は 5月 25日（金）まで申し込みく
ださい。それ以降は受け付けできません

ので、十分ご注意ください。

�対象／大腸がん検診：40歳以上の方
　　　　前立腺がん検診：50～79歳の男性
※年齢は平成 25年 3月 31日現在

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　各行政区の健康推進員が、申し込まれた方に受診通知書を配布します。実施医療機
関での個別健診となります。期間を過ぎると受診できなくなりますので、必ず期間内
に受診ください。受診通知書が 5月 28日（月）まで届かない場合はご連絡ください。
申し込まれなかった方で、受診を希望する方は 6月 26日（火）まで申し込みください。
�健診期間／6月 1日（金）～ 30日（土）
�実施医療機関／

　子宮がん検診を申し込まれた方へ受診票を配布します。期間内に指定医療機関で受

診してください。受診票が 5月 29日（火）まで届かない場合はご連絡ください。申し
込まれなかった方で受診を希望する方は、7月 25日（水）まで申し込みください。
�検診期間／6月 1日（金）～ 7月 31日（火）
　　　　　　  ※検診期間の後半は大変混み合います。6月中の受診をお勧めします。

�指定医療機関／
　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おそれがありま

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）

�日時／6月7日（木）13：00～15：00
�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。（要予約）

�日時／ 6月 14日（木）、28日（木）
　13：00～ 15：00

�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　� 53-3132

　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）

�日時／6月19日（火）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 6月 5日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

�対象／19歳～ 39歳の方　※年齢は、平成25年 3月 31日現在です。
�自己負担料／柴田町国民健康保険加入者　800円、左記以外の方　1,700円
�持ち物／受診通知書、自己負担料、尿容器、前年度健診結果通知書（お持ちの方）
◎結果通知は、受診してから約3週間後に郵送しますので、大切に保管してください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

電話番号医療機関名

56-1451乾医院（予約不要）

55-1702太田内科（予約不要）

56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院
（予約不要）

54-3755佐藤内科クリニック
（初めての方のみ要予約）

57-2310しばた協同クリニック（要予約）

電話番号医療機関名

55-1555仙南クリニック（要予約）

57-1231高沢外科・胃腸科（要予約）

56-1012玉渕医院（予約不要）

54-1034船岡今野病院（予約不要）

55-4103宮上クリニック（予約不要）

54-2316村川医院（要予約）

検診日時医療機関名

8：30～ 11：30、13：30～ 17：30月・火・木・金毛利産婦人科医院
� 55-3509 8：30～ 11：30水・土

10：00～ 12：00、14：00～ 17：00月～金大沼胃腸科外科婦人科医院
� 56-1441

8：30～ 12：00、14：00～ 17：30
※ただし、火曜日の午後は 15：00～

月・火・水・金宮上クリニック
� 55-4103

8：30～ 12：00木・土

14：00～ 15：00（予約制）
※時間に遅れた場合は、キャンセル扱いとなります。

月・火・木・金

みやぎ県南中核病院
� 51-5500

 予約受付について
�日時／ 5月 24日（木）～ 7月 30日（月）
　14：30～ 16：30（土・日曜日、祝日を除く）
　 ※変更・お問い合わせは 12:00 ～ 17：00

�予約方法／電話または外来受付 4番窓口で受け付け。

�自己負担料／

左記以外の方町国保加入者75歳以上の方検診内容（検診単価）

2,100 円1,000 円1,000 円 頸部 がん検診（7,014 円）
け い ぶ

2,100 円1,000 円1,000 円体部がん検診（7,014 円）



お知らせ版●4 第 699号

　町や県が所得に対して課税する税金は「町民税」と「県民税」で、この2つを合わせて「住民税」といいます。

　住民税は、地域の会費とも言われ、住民に対し行政サービスを提供している地方公共団体が課税主体となり、サービスの供給に

必要な経費を、受益者である多くの住民に分担してもらうという共同経費的性格を持っています。ただし、専業主婦や学生のよう

に所得のない方や生活保護を受けている方、前年の所得が一定金額以下の方などは非課税になります。

　住民税は「均等割」と「所得割」に区分されます。均等割は、税金を負担する能力のある個人が均等の額によって負担するもの

で、所得割は、前年の所得の額に応じて負担するものです。

　住民税は、1月 1日（賦課期日）現在の住所地で課税され、町民税と県民税についての賦課徴収（申告書の受付、税額の計算、

納税通知書の送付、税の収納など）の事務は町が併せて行います。

　町民の皆さんに負担していただく県民税は、税率の違いを除けば、課税や納税の仕組みが町民税と同じですので、町が2つの税

の事務手続きをまとめて行います。なお、昨年4月から県民税には、均等割の超過課税「みやぎ環境税」（年額1,200円）が実施

されています。

　住民税には、この個人の住民税のほかに「法人住民税」があります。

　住民税を納める方（納税義務者）　基準日：平成24年 1月 1日

　住民税が課税されない方
○均等割・所得割が非課税

　（ア）生活保護法により生活扶助を受けている方

　（イ）障害者、未成年者又は寡婦（夫）で前年中の合計所得金額が125万円以下の方

○均等割が非課税

　前年中の所得金額が、33万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額（控除対象配偶者または扶養親

族がいる場合には、その金額にさらに16万 8千円を加算した金額）以下の方

○所得割が非課税

　前年中の所得金額が35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額（控除対象配偶者または扶養親

族がいる場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額）以下の方

町内に住所はないが、事務所
または家屋敷のある方　　　

町内に住所がある方
納税義務者  

  納める税

○○①均等割

－○②所得割

②所得割

 計算方法　（所得金額－所得控除額）× 税率 － 税額控除 ＝ 所得割額

　　　　　　　　課税所得金額

　住民税の税率 … 10％（町民税 6％、県民税 4％）　

※住民税は、前年中の所得を基準として計算されます。今年度の住民税は、平成 23
　年分の所得金額が基準になります。

��������������

①均等割（年額）

県民税町民税

2,200 円
（みやぎ環境税を含む）

3,000 円
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　国民健康保険税は、国民健康保険事業における保険給付や各種検診事業などの財源として使用される目的税です。

　国民健康保険税総額は、その年に予測される医療費等に対して、被保険者の負担する一部負担金、国庫補助金などを見込んで算

出します。

　国民健康保険税の課税額
　医療保険分と後期高齢支援金分及び介護保険分（40歳以上 65歳未満の被保険者）の合算額となります。

　加入されている方に対して、以下の4項目に基づいて課税されます。

　

○国民健康保険税は、年度内（4月 1日～翌年3月 31日）の被保険者の期

　間に応じて月割計算となります。

○国民健康保険税は、資格を取得した月から世帯主名で課税されます。（届

　出をしたときからではありません。）

　国民健康保険税の軽減措置
○国民健康保険税では、均等割額・平等割額について、加入者の総所得額に応じて軽減制度が適用になる場合があります。

　なお、所得が確定しないと適用になりませんので、毎年忘れずに確定申告をしてください。

○倒産や解雇などで職を失った非自発的失業（離職）者の方について、平成22年度から軽減制度（申請に基づき、非自発的失業（離

　職）者の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定）が適用になっております。

※非自発的失業（離職）者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者で離職日において65歳未満である方が対象となります。

※軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その翌年度末までとなります。

（例）

　離職日　Ｈ21.10.5 の場合　⇒　軽減期間　Ｈ22.4　～　Ｈ 23.3 まで

　離職日　Ｈ22.3.31 の場合　⇒　軽減期間　Ｈ22.4　～　Ｈ 24.3 まで

　離職日　Ｈ23.4.20 の場合　⇒　軽減期間　Ｈ23.4　～　Ｈ 25.3 まで

　国民健康保険税の納期
普通徴収：納付書や口座振替により納入していただきます。

特別徴収：年金からの天引きとなります。

※ 納期は納税通知書により、4月から翌年1月までの年10回に分けて納税します。

※ 納期は納税通知書により、4月から翌年2月までの年6回に分けて年金から天引きされます。

※ 特別徴収対象者が税額変更等により特別徴収が停止された場合、普通徴収で納付することになります。

※ 特別徴収されている方が希望すれば、普通徴収 (口座振替限定 )に納付方法を変更できます。

平等割額
一世帯にいくらと計算

＋
均等割額

世帯の加入者数に応じ
て計算　　　　　　　

＋
資産割額

世帯の固定資産に応じ
て計算　　　　　　　

＋
所得割額

世帯の前年中の所得に
応じて計算　　　　　

51万円（医療保険分）

課税限度額 14万円（後期高齢支援金分）

12万円（介護保険分）

第 10期第 9期第 8期第 7期第 6期第 5期第 4期第 3期第 2期第 1期

普
通
徴
収

翌年 1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

7月に届く納税通知書
被保険者の前年の所得額が確定されたもので計算されます

4月に届く納税通知書（暫定納付書）
前年の税額の 3／ 10

第 6期第 5期第 4期第 3期第 2期第 1期

特
別
徴
収

翌年の 2月12月10月8月6月4月

7月に届く納税通知書
被保険者の前年の所得額が確定されたもので計算されます

4月、6月、8月の税額は、前年度
第 6期（2月）と同額となります。
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　固定資産税の対象となる資産の価格については、総務大臣が定めた全国一律の公平な基準で評価し決定します。また、都市計画

区域内の土地（宅地など）・家屋を所有している方には、都市計画事業の推進のための費用に充てる目的税として、都市計画税を負

担していただいています。

都市計画税固定資産税区　　分

毎年 1月 1日賦 課 期 日

都市計画区域内の宅地など、家屋固定資産（土地、家屋、償却資産）課 税 客 体

当該土地または家屋の所有者固定資産の所有者納税義務者

原則として宅地など、家屋の価格
※住宅用地には軽減措置があります。

原則として固定資産の価格　※住宅用地には軽減措置があります。課税標準額

課税標準額× 0.3％課税標準額× 1.4％　※新築住宅に対する軽減額があります。税額の計算方法

固定資産税の免税点と連動
町内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、次の額未満の場合は
課税されません。
○土地 30万円未満　○家屋 20万円未満　○償却資産 150万円未満

免　 税　点

納税通知書により、5月・7月・9月・11月の年 4回に分けて納税納 税 方 法

　固定資産税はどのように決めるの？
○土　　地…宅地価格は、標準となる宅地の鑑定評価価格を求め、その7割程度を目標に評価します。その他の地目は、売買実例
　　　　　　価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。

○家　　屋…評価の対象となった家屋と同じものを、もう一度新築した場合、費用がいくらかかるかを算出した額（再建築費）を
　　　　　　基に価格を求めます。

○償却資産…事業を営むために所有している機械等の取得価格を基礎とし、取得後の経過年数による減価を考慮して価格を決定し
　　　　　　ます。

　納税通知書に課税資産明細書を添付
　固定資産の土地・家屋の所有者に対して、納税通知書の次頁に課税資産の明細書を添付しています。

　路線価の公開
　納税者に理解を深めていただくために、町内のすべての路線価格を税務課で公開しています。
※（財）資産評価システム研究センターのホームページ「全国地図マップ」（http://www.chikamap.jp/）でも公開されています。

　固定資産縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧
�期間／ 5月 31日（木）まで　8：30～ 17：15（土・日曜日、祝日を除く）　　�場所／税務課
�持ち物／納税通知書（前年度でも可）、運転免許証、印鑑、委任状（本人以外の場合）

　東日本大震災による固定資産税・都市計画税の特例について
　東日本大震災により、家屋がり災証明の程度で半壊以上の程度のもの、もしくは同程度の損害を受けた方で、滅失または損壊し

た家屋の敷地の用に供していた住宅の用地、または被災代替の住宅の用地・家屋・償却資産を取得した場合などについて固定資産

税 ･都市計画税の軽減措置が受けられる制度があります。詳しくは、お問い合わせください。

○被災住宅用地の特例…滅失・損壊した住宅（被災住宅）の用に供されていた土地（被災住宅用地）を、賦課期日（1月 1日）に
　おいて住宅用地として使用することができないと町長が認める場合に限り、被災後10年度分について、被災住宅用地を住宅用地

　とみなします。

○被災代替住宅用地の特例…被災住宅用地の所有者などが被災住宅用地に代わる土地（被災代替用地）を平成33年3月31日までの
　間に取得した場合には、被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、住宅用地とみなされます。

○被災代替家屋の特例…滅失・損壊した家屋（被災家屋）の所有者等が被災家屋に代わる家屋（被災代替家屋）を平成33年 3月
　31日までの間に取得しまたは改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、4年度分 2

　分の 1、その後2年度分 3分の 1が減額されます。

○被災代替償却資産の特例…滅失・損壊した償却資産の所有者等が被災償却資産に代わる償却資産を平成28年 3月 31日までの
　間に、取得し又は改良した場合には、課税標準を4年度分 2分の 1とします。

�申請期限／平成25年 1月 31日まで（平成25年 1月 1日までに取得された方）
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図書館開館 3周年記念

柴田町図書館誕生祭

　海外宝くじやロトなどで「賞金が当

たった」「賞金当選のための資格を獲得」

などという文面のダイレクトメールが海

外から届き、申込金の名目でお金を振り

込ませるトラブルが多発しています。こ

のほか、郵便小為替で送らせる方法やク

レジットカード番号を記入させる方法も

あります。申込金を送っても、賞金が贈

られてくることはありません。また、ダ

イレクトメールを送ってくる会社の連絡

先がはっきりせず、実態が見えない詐欺

的な手口となっています。

  だまされないためのポイント 
①申し込んでいないのに当たることはあ

　りません。お金を払わせるための手口

　に乗ってはいけません。

②海外宝くじを国内で買うことは法律違

　反になることがあります。

③賞金を受け取るために個人情報やクレ

　ジット番号を相手に知らせることは大

　変危険です。

④ダイレクトメールを受け取っても相手

　にしないで破棄する。また、受取拒否

　する方法もあります。

困ったときは…一人で悩まず相談しよう！

■問  町民環境課消費生活相談　� 55-2113

高齢者が狙われている！
～トラブルその2　　　　　　
　　「賞金が当たった！？」～

�開催日時／①7月15日（日）　②7月29日（日）　③10月7日（日）　④11月18 日（日）
　　　　　　⑤3月10日（日）　各10：00～ 12：00
�場所／県母子福祉センター　　�対象／県内のひとり親家庭および寡婦
�参加費／無料　　�託児／3歳から小学 3年生（要予約、先着5人まで）
�申込方法／住所、氏名、連絡先、託児の有無を電話、ＦＡＸ、Ｅメールで申し込み
　ください。

�申込期限／講座2日前の 16：00まで

■申 ■問  （財）宮城県母子福祉連合会（宮城県母子福祉センター内）
　� 022(295)0013　� 022(256)6512　Ｅメール：miyagi-boren@r6.dion.ne.jp
　〒 983-0832　仙台市宮城野区安養寺3-7-3

　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

■問  柴田町図書館　� 86-3820

　「子育てはママ？」と思っているパパさん。地球上で父親ほど素晴らしい仕事はない

んです！　子育てを楽しみ、自分も成長する男性、それがイクメン（育ＭＥＮ）です。

子どもと創作活動を通してふれあい、最高の笑顔を作ってみませんか。

�日時／ 6月 2日（土）10：00～ 12：30　　�場所／船岡生涯学習センター
�内容／牛乳パックを使った飛行機、万華鏡などの工作
�講師／ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん
�対象／父親と子（3歳以上の未就学児）※小学生の兄弟の参加も可。
�募集人数／15組（先着順）　　�参加費／1組　200円
�持ち物／牛乳パック（1�）2個以上、はさみ、カッター、定規、筆記用具、おしぼ
　り、上靴

�申込期限／5月 24日（木）　※託児あり（予約制）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　平成23年度の「ふるさと柴田応援寄附金」は、9件 415,000 円のご寄附をいただ

きました。

ひとり親家庭就職・転職支援

就職力「ワン・ステップセミナー」

平成24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！
第1回パパ工房！一緒に作って遊ぼう

※公表について、ご了承いただいた方々のみ掲載しております。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

寄附の使い道寄附金額寄　　附　　者

教育に関する事業100,000 円齋藤　　渉 様（栃木県宇都宮市）

教育に関する事業60,000 円星井　理賢 様（仙台市）

まちづくりに関する事業5,000 円森本　　浩 様（兵庫県西宮市）

福祉に関する事業100,000 円長谷川ヤイ子 様（柴田町）

桜のまちづくりに関する事業50,000 円菅野　正行 様（白石市）

桜のまちづくりに関する事業10,000 円櫻井　英雄 様（柴田町）

　たばこは、肺がんや ＣＯＰＤ （慢性閉塞性肺疾患）をはじめ多くの病気の危険因子であること
シーオーピーディー

は広く知られていますが、受動喫煙（たばこを吸わない人がたばこの煙を吸わされること）も健
康被害を起こします。禁煙週間にあたり、自分の健康のために、家族や周囲の人のために、「禁煙」

「煙のない生活環境」について考えてみましょう。　　　　　　　■問  健康推進課　� 55-2160
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�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
�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）
　

　町では、平成25年に開催される「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」へ向
けて町を積極的にＰＲしていくこととしています。今回、町を紹介するＣＭ制作に取り組
みますので、ＣＭづくりをお手伝いしていただくボランティアスタッフを募集します。
�募集概要／ＣＭの企画・立案から撮影・編集など一連の制作作業をお手伝いしてい
　ただきます。制作したＣＭは、東日本放送主催「みやぎふるさとＣＭ大賞」へ応募
　するほか、町のＰＲへ活用します。なお、ボランティアスタッフは無報酬となります。
�活動期間／6月下旬～ 10月下旬　※活動スケジュールは、制作スタッフの打ち合わせで決定します。
�応募資格／柴田町に住民登録をしている方または柴田町内に通勤・通学している方。
�応募方法／応募用紙により、郵送、ＦＡＸまたはＥメールで応募ください。応募用
　紙は、柴田町まちづくり推進センター、柴田町役場、槻木事務所、生涯学習センター
　で配布しているほか、町ホームページからダウンロードできます。
�応募期限／6月 15日（金）

■申 ■問  柴田町まちづくり推進センター　〒981-1611大字上名生字新大原194-1
　� 86-3631　� 86-3641　Ｅメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

　ギャラリー展示案内　

○ハッポー木目込み作品展
　発泡スチロールに絵を描き、カッターで切り込みを入れて、そこに布を押し
込んで作られる、まるでパズルのような作品です。
　�展示期間／ 5月 15日（火）～ 27日（日）　※最終日は15：00まで

○紙バンドクラフト・トールペイント作品展
　特殊な紙糸の「紙バンド」を使い制作されたバッグや、陶器・布などの素材にアク
リル絵の具で絵を描く「トールペイント」。可愛らしい作品をたくさん展示します。

○押し絵作品展
　人物 ･花鳥などの絵を部分ごとに切り離し、布地と綿で立体感を出して厚紙
や板に貼った「押し絵」。美しい布に包まれたパーツが組み合わさり、すてきな
作品に仕上がります。
�展示期間／ 5月 29日（火）～ 6月 8日（日）　※最終日は17：00まで。

　教室・体験会を実施しませんか？　
�実施料金／無料（ゆる .ぷら利用料）
�受講料金／材料代を受講者に負担していただくことは可能。（ただし、営利目
　的・売名行為・不当な材料代・材料代の妥当性判断が難しいなど、実施できな
　い場合があります。）　※詳細は、まちづくり推進センターへご相談ください。

■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内 )
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

�開館時間／10：00～ 18：00　　� 5月の休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

　4月21日に開催した「さくらマラソン」

の行政区対抗の部について、結果をお知

らせします。

�行政区順位／

　エビネを中心に春の山野草が、多数展

示されます。ご自由にご覧ください。

�日時／ 5月 25日（金）～ 27日（日）
　　　　9：00～ 16：00

�場所／船岡駅コミュニティプラザ

■問  サクラ山野草会（中山）  

　東北復興の願いを込め、現役部員と卒
業生が一丸となりステージを作ります。
�日時／5月26日（土）16：00～（15：30開場）
�場所／えずこホール　※入場無料

■問  白石高等学校　� 0224-25-3154

�活動日時／ 11月末までの毎週水曜日
　17：30～ 19：00

�場所／仙台大学（第 4体育館）
�対象／ 3歳～小学 6年生の女子
�募集人数／ 100人
�受講料／無料（保険料 1,000 円）
�申込方法／はがきに住所、氏名（ふり
　がな）、電話番号、性別、年齢（学年）

　を記入の上、申し込みください。

■申 ■問  仙台大学新体操競技部
　� 55-1121  〒 989-1693  船岡南 2丁
　目2-18「開放講座ジュニア新体操教室」

第 8回柴田さくらマラソン

行政区対抗（3km）の部結果

山野草展示会

仙台大学開放講座

ジュニア新体操教室生募集

※優勝した 4区には、優勝カップをお届けし
　ます。また、参加した行政区には、記念品
　をお届けします。

■問  柴田さくらマラソン実行委員会
　� 090-6688-0030

記　録行政区順位

11分 44秒4区1

12分 27秒11Ｂ区2

12分 46秒11Ａ区3

�全体順位／

行政区記　録氏　名順位

11Ａ区10分25秒山崎　進1

4区11分22秒松浦幸一2

〃〃秋葉健一2

11Ｂ区11分34秒古山康教3

4区12分30秒板橋祐二4

28区12分31秒齋藤和也5

28区12分36秒齋藤富雄6

柴田町ふるさとＣＭ制作ボランティアスタッフ募集

東日本大震災チャリティーコンサート

第3回白石高等学校合唱部 ･OG合唱団
定期演奏会2012

～林光作曲オペラ ｢森は生きている ｣（抜粋）～

「男の厨房愛好会」　
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　太陽の村で、最大 93％が欠ける部
分日食を観察します。日食観察には危
険が伴います。安全に観察する方法は、
国立天文台ホームページ（http://naoj
camp.mtk.nao.ac.jp/phenomena/20
120521/）をご覧ください。
�日時／5月21日（月）6：30～9：00
　（天候不良時は中止）
�場所／柴田町太陽の村
�参加費／無料　※時間内自由参加

　
　太陽の村にある望遠鏡で、火星、土
星と春の星座を観望します。
�日時／5月22日（火）19：30～20：30
　（天候不良時は中止）
�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
�参加費／無料　�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） 

　町では、高齢者の仲間づくりや生きがいづくりを促進し、住み慣れた地域で元気に
いきいきと自立した生活が送れるよう、町内で活動する高齢者サークルの活動を支援
します。
�対象サークル／次の各項目に該当し、継続的に活動できる団体などです。

�支援対象活動／おおむね70歳以上の高齢者が10人以上で行う生きがいづくり活
　動およびふれあい交流による仲間づくり活動
�サークルの登録／高齢者サークル活動の支援を受けるため、町の登録が必要です。
�支援の内容／高齢者サークルに登録した利用者の自宅（その付近）と活動施設との送迎。
�高齢者サークル連絡会／高齢者サークル活動支援団体として認められた団体で「高
　齢者サークル連絡会」を組織し、サークル同士の連携と情報交換を行います。
�現在の登録活動サークル／

　
■問  福祉課　� 55-2159

　生活様式の変化や価値観の多様化に伴い、人間関係が希薄になったという声をよく
聞きますが、誰もが生涯にわたって人々と豊かにふれあい、潤いのある生活を送りた
いと願っています。そこで、町では宮城県教育委員会と共催で、美術や体験学習など
の分野からさまざまな種目を取り入れ、仲間づくりのきっかけに明るく健やかな生活
を送るヒントを提供します。

�日時／ 6月 3日（日）14：00～ 15：30
�場所／槻木生涯学習センター
�演題／憲法とくらしを考える…今、改
　憲の動きはどうなっているのか？
�講師／伊藤博義氏（宮城教育大学名誉教授）
�参加費／無料

■問  柴田町 9条の会（二階堂）  

柴田町9条の会
憲法を考える講演会

�日時／ 6月 2日（土）、16日（土）
　9：30～ 11：00
�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

�日時／ 6月 8日（金）～ 10日（日）
　9：00～ 16：00　※最終日は15：00まで
�主催／柴田盆遊会（� 54-3829）

6月のトンボ玉体験会

第9回粋な文化展
（盆栽、山野草、水石）展示会

部分日食を観察しよう
食の最大は7：40

火星、土星と春の星座を
見つけよう

みやぎ県民大学「開けてみよう！仲間づくりのトビラ」  

※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
�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
�募集人数／30人程度　�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

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

④介護予防事業の教室や勉強会を、年1回以上開催
　すること
⑤営利を目的としない団体
⑥特定の政党、宗教団体などに属していないこと

①趣味や社会活動を行う団体で、町以外から補助
　金や助成金を得ない団体
②町内居住者で構成された団体
③おおむね70歳以上を対象に活動している団体

活動場所連絡先代表者サークル名�

船岡生涯学習センター高成田悦康詩吟サークル1

船迫生涯学習センター原田　恭和柴田町書道サークルの会2

船迫公民館安藤　孝三園芸サークル3

船迫生涯学習センター山本テル子船岡民謡サークル4

農村環境改善センター佐々木良雄槻木民謡サークル5

地域福祉センター菅原　　丸船岡ゲートボールサークル6

地域福祉センター太田　治男槻木ゲートボールサークル7

農村環境改善センター松本　俊子羽山カラオケサークル8
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主な行事日学　校

体力テスト5～7船岡小学校
� 55-1064 避難訓練12

知能検査（2･5 年）14

児童会総会15

遠足（2年）19

開校記念日1槻木小学校
� 56-1029 フリー参観日4

社会見学（4･6 年）5

避難訓練6

生活科探検
（1･2 年）

7

ＰＴＡ奉仕作業10

家庭訪問11～15

体力テスト19

家庭訪問
自由参観週間

5～8柴田小学校
� 56-1430

手づくり弁当の日19

眼科検診
（4～ 6年）

5船迫小学校
� 55-5394

歯科検診6･12･13

内科検診（4年）6

家庭訪問11～18

ＰＴＡレク大会17

内科検診（5年）20

耳鼻科検診
（1･3･5 年）

21

演劇教室27

避難訓練8西住小学校
� 53-3227 体力テスト12

交通安全教室20

授業参観
ＰＴＡレク大会

30

避難訓練12東船岡小学校
� 55-1811 蔵王合宿（5年）14～15

社会見学（6年）21

学習参観
ＰＴＡレク大会

30

期末考査28～29船岡中学校
� 55-1162 避難訓練29

避難訓練6槻木中学校
� 56-1331 期末考査21～22

救命救急講習会
（2年生）

27～29

期末考査26～27
船迫中学校
� 54-1225

柴田郡中総体2～3中学校共通

振替休業日4･8

柴田郡陸上大会15

三地区水泳大会25

※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：5月 1日（火）】

測定値測定値

0.10船岡生涯学習センター0.09柴田町役場

0.08船迫生涯学習センター0.09槻木生涯学習センター

0.13西住公民館0.11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：5月 1日（火）、2日（水）】

測定値測定値測定値

0.20西住小学校0.18船迫小学校0.13船岡小学校

0.08柴田小学校0.16槻木小学校0.19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0.15浄心幼稚園0.24第一幼稚園

※毎週１回測定。私立幼稚園は随時測定0.09熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：5月 1日（火）】　

測定値測定値測定値

0.21西船迫保育所0.18槻木保育所0.24船岡保育所

0.22西住児童館0.20三名生児童館0.16柴田児童館

※毎週１回測定0.15むつみ学園0.23船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：5月 7日（月）】

測定値測定値測定値

0.20剣崎公園0.17白幡児童遊園0.27並松公園

0.12船岡城址公園0.20舘前緑地0.22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 27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 0.3）

不検出
（検出下限値 0.5）

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

　今年も山菜の採取シーズンを迎えます。知らない山菜や確実に食用と判断できない
もの、放射性物質について安全が確認されていないものは注意が必要です。誤った採
取・摂取による食中毒の発生や放射能測定値が4月からの新しい基準値（農産物は100
ベクレル／�）を超える山菜がありますのでご注意ください。なお、町では、予約制
で放射能測定（無料）を行っていますので、ご活用ください。

■問  農政課　� 55-2122
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