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　「結婚祝い」「○○

記念日」「誕生日」な

ど、あなたの記念日

とされるものなら何

でも結構です。打ち

上げ前には、アナウンスで紹介します。

イベントの詳細は、7月 1日号のお知ら

せ版をご覧ください。

�日時／7月21日（土）15：00～21：00
※小雨決行（雨天：22日に延期）

�場所／陸上自衛隊船岡駐屯地
�申込期限／ 7月 5日（木）

■申 ■問  ザ・フェスティバル in しばた実行
　委員会（柴田町商工会）　� 54-2207

　「花のまちイメージキャラクター」の愛称について募集したところ、551人の方から

の作品をご応募いただきました。愛称は、厳正な審査の結果「はなみちゃん」に決定

しました。たくさんのご応募ありがとうございました。

　この愛称をご応募してくれた方々
　　�齋藤　正子 さん（四日市場）　　�板橋　由奈 さん（船岡）

　　�成松　星来 さん（船岡）　　　　�仙石　龍平 さん（下名生）

　　�山浦　夏美 さん（船岡）　　

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�応募資格／ 65歳未満の方
�募集人数／ 1人
�勤務先／町内中学校
�申込方法／履歴書に必要事項を記入の
　上、教育総務課へ提出してください。

�申込期間／6月15日（金）～25日（月）
�受付時間／ 8：30～ 17：15
　（土・日曜日を除く）

■問  教育総務課　� 55-2134

　最近、空地などの雑草が目立ってきま

した。放置すると害虫などの発生源とな

ります。明るく住みよいまちづくりと環

境衛生、私有地財産管理の観点から雑草

などの刈り払いをお願いします。

■問  町民環境課　� 55-2113

　熱中症は、屋外・屋内を問わず発生し救急搬送される方も年々増加傾向にあります。

今年の夏は、さらに節電対策の影響を考慮する必要が出てきました。特に、高齢の方

は、重症になりやすいので早めの予防を心掛けましょう。

 予 防 の ポ イ ン ト 

　　�高温・多湿を避けて部屋の風通しを良くする

　　�外出の際は、吸湿性・通気性の良い衣服を着用し、帽子や日傘を併用する

　　　など、直射日光を避ける工夫をする

　　�やむを得ず、暑い場所での作業や激しい運動、労働などをする場合は、早

　　　めに水分補給を行う（スポーツドリンクなどが有効）

　　�車内に幼児だけを放置しない

　　�体調がおかしいと感じたら無理をせず、涼しい場所で休養する

　　�通常でも、こまめに水分補給を行う

■問  柴田消防署救急係　� 55-2012

ザ・フェスティバル in しばた

あなたの記念花火を　  
打ち上げよう！（一口5,000円）

臨時学校事務補助員
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お知らせ版●2 第 701号

　町では、安全・安心な住みよいまちづくりを推進するため防犯実動隊員・交通指導隊員を募集します。防犯活動や交通安全活動

を通じて地域に貢献したい方、興味のある方はお問い合わせください。

　町議会では、毎年公開議員研修会を開

催しています。町民の皆さんも一緒に勉

強してみませんか。参加費は無料です。

�日時／7月18日（水）14：00～16：00
�場所／保健センター 4階
�講師／結城登美雄氏（民俗研究家）

■問  議会事務局　� 55-2136

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務職員を募集しています。税務職員は、

国の財政を支える重要な仕事を担い、国税局や税務署において、調査・徴収や指導な

どを行う税のスペシャリストです。

�受験資格／試験年度の4月 1日において、高等学校または中等教育学校を卒業した
　日から起算して3年を経過していない方および卒業見込の方。

�申込方法／インターネット（http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html）、郵送、持参
�申込書の請求／最寄りの税務署、仙台国税局人事第二課または人事院東北事務局
�申込期間／インターネット：6月 26日（火）～ 7月 5日（木）
　　　　　　郵送・持参：7月 2日（月）～ 10日（火）

■問  人事院東北事務局 � 022（221）2022、仙台国税局人事第二課 � 022（263）1111（内線3236）

　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。年金手帳に記載さ

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、一生涯変わらず使用される番号で

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」は必要となります。免許証

やパスポートと同様に大切に保管しま

しょう。

 年金手帳をなくしてしまったら
　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方は、再

発行ができます。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。

■問  大河原年金事務所国民年金課
　� 51-3113、健康推進課 � 55-2114

　小学4年生の年齢は、あらゆる物事を短時間で身に付けることができる一生に一度

だけ訪れる時期です。自然豊かな蔵王の麓で、野外活動やテントでの共同生活を通じ

て、仲間を思いやる心を育てるとともに、将来、学校や子ども会活動のリーダーとな

る資質を高めます。そんな「ワクワク」「ドキドキ」する自然体験キャンプに参加しま

しょう！ 

�期日／ 7月 15日（日）～ 16日（月）1泊 2日　※町のバスで移動
�場所／南蔵王青少年旅行村（川崎町）
�内容／テント設営、野外炊飯、キャンプファイヤー、観察会、ハイキングなど
�対象／町内の小学4年生（子ども会登録児童）
�募集人数／25人　※応募者多数の場合抽選
�参加費／3,000円（施設費、食事代ほか）
�申込期間／6月 19日（火）～ 23日（土）
�共催／柴田町子ども会育成会連絡協議会

 保護者・参加児童説明会　　�日時／6月 30日（土）10：00～

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

防犯実動隊員・交通指導隊員を募集します

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金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帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳年金手帳ははははははははははははははははははははははははははははははははは大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切にににににににににににににににににににににににににににににににに！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！大切に！

平成24年度  国家公務員「税務職員採用試験」
 （高校卒業程度）のお知らせ

「自然体験キャンプ」（小学4年生対象）

�対象／町内に住所を有する年齢20歳以上 65歳未満の方で、防犯活動・交通安全活動できる方

�報酬／職務報酬31,600円（年額）、出動報酬　2,000円（日額）

�申込期間／6月 18日（月）～7月 17日（火）　　�受付時間／8：30～ 17：00　※土・日曜日、祝日を除く

�選考方法／書類審査のほか面接を行います。　※提出書類にかかる費用は自費負担になります。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

活　　動　　内　　容提出書類募集人数区　分

�防犯思想の啓蒙および防犯診断 (児童に対する防犯教室を開催しています )
�防犯パトロール
�各種行事などにおける警戒
�地域の個人・団体が行う防犯活動に対する助言および指導

履歴書（写真貼付）3人
防犯実動隊
（非常勤職員）

�通勤・通学路および主要交差点における街頭指導（7：00～）
�各種行事における交通整理・指導
�交通安全教育（児童、高齢者に対する交通安全教室を開催しています）

履歴書（写真貼付）
運転記録証明書

4人
交通指導隊
（非常勤職員）



お知らせ版 ●3第 701号

　家庭用マッサージ器のローラー部分の
布カバーを外して使用したことにより、
衣服が巻き込まれて窒息死した事故が発
生しています。使用に当たっては、取り
扱い説明書をよく読み、正しく使用して
ください。

 特に次の事にご注意ください
1．カバーを外したり、破れた状態での
　使用は絶対にしない。破れがある場合
　は必ず修理に出すこと。
2．巻き込まれやすい服装では使わない。
3．適正な部位での使用方法を守る。
4．子供をマッサージ器で遊ばせない。
5．誤作動を防ぐため、使用後は電源を
　切る。

■問  町民環境課消費生活相談  � 55-2113

家庭用電気マッサージ器の
使用に注意しましょう！

　児童手当は6月から所得制限が適用さ

れます。6月以降も児童手当を受けとる

には、所得状況などを確認するため、6

月末までに現況届を提出する必要があり

ます。送付された「現況届」の提出が遅

れないようご注意ください。

�提出期限／ 6月 29日（金）
�提出先／子ども家庭課、槻木事務所
※郵送による提出も受け付けます。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　平成25年度、船岡新栄5丁目地区に、皆さまの声を形にした新しい公園を整

備しようと考えています。多くの意見を伺いたいので皆さまの参加をお待ちして

います。

�活動期間／7月～ 3月（予定）　※毎月1回程度開催
�対象／公園整備や利用に興味のある方　　�募集人数／20人程度

　

　船岡城址公園を中心に地域資源の桜を活用しながら、“花のまち柴田”の創生を

めざして整備を進めています。特に、さくらの季節には20万人を超える来訪者

があります。町の歴史や良さを楽しく学びたい皆さまの参加をお待ちしています。

�活動期間／7月～ 3月（予定）　※毎月1回程度開催
�対象／歴史や観光に興味のある方　　�募集人数／10人程度

�申込期間／6月 18日（月）～ 29日（金）
※応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

　上川名地区では、毎年200匹以上の幻
想的なホタルの舞いを楽しめます。ホタ
ルは、上川名構造改善センター脇を流れ
る排水路で6月中旬から7月上旬まで楽
しめ、午後 8時から 8時 45分頃が最も
飛び交います。車で訪れる方は、上川名
地区の「能化寺」「富上農村公園（むつみ学
園）」駐車場をご利用ください。鑑賞する
際は、懐中電灯で照らしたり騒いだりし
ないでください。農村レストラン「縄文の
幸」も開店しますので、ご利用ください。

■問  上川名地区活性化推進組合（平間） 
� 56-1093

　気候が良くなり、カモシカが活動する季節となりま
した。カモシカは、国の天然記念物として保護されて
いますので、捕まえたり殺したりすると罰せられます。
柴田町内の山林にもカモシカは多く生息しています。
最近は、市街地にも現れることが多くなっています。
通常は人を襲いませんが、近づきすぎると攻撃される

恐れがありますのでご注意ください。
○カモシカは、人を襲わない動物です。帰巣本能もあるので、山に帰る道筋がわかれ
　ば帰りますので、しばらく様子を見てください。
○保護（捕獲）は原則として行いませんが、負傷やぐったりしている場合、死亡して
　いる場合は動かさずに速やかに連絡してください。

■問  しばたの郷土館　� 55-0707

公園整備ワークショップ　

歴史観光ガイド育成ワークショップ二期生　

移動なかよし広場 ～アスレチックごっこを楽しもう～
　町内の生涯学習センターなどに子育て支援センターの職員が出向き、楽しく遊
びます。今年度から対象が、全小学校区の就学前のお子さんと保護者になりまし
た。子育て支援センターまで来れない方、ぜひ参加ください。おじいちゃんやお
ばあちゃんの参加も大歓迎です。
�日時／ 7月 3日（火）9：45～ 11：30　　�場所／西住公民館
�持ち物／飲物、その他必要なもの　※保健師の健康相談もあります。（申し込み不要）

　
�日時／ 6月 22日（金）10：30～ 11：10　　�場所／子育て支援センター
�講師／佐々木　恵美氏　　�対象／子育て中の親子、祖父母
�持ち物／バスタオル、飲物　※動きやすい服装で参加ください。

■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　� 54-4040

親子ストレッチ教室  ～親子でのびのびリラックス♪～

「児童手当」の支給を
受けている皆様へ

ホタルを楽しんでください
（上川名地区）



お知らせ版●4 第 701号

　ジフテリア破傷風予防接種（第2期）は、

11歳から12歳のお子さんが対象になり

ます。まだ受けていないお子さんは、早

めに指定医療機関で予防接種を受けま

しょう。対象者には、11歳の誕生月の

月末に通知を送付します。

　転入や紛失などで予診票がない方は、

母子健康手帳をお持ちの上、健康推進課

へお越しください。

�接種期間／ 11歳の誕生日～ 13歳の

　誕生日の前々日まで

■問  健康推進課　� 55-2160

　青年期健康診査は町内実施医療機関での個別健診です。健診期間を過ぎると受診で

きなくなりますので、必ず期間内に受診してください。なお、受診の際は受診通知書

と自己負担料、尿容器、前年度健診結果通知書（お持ちの方）を医療機関に提出して

ください。追加申し込みは6月 26日（火）まで受け付けます。詳細は5月 15日号の

お知らせ版をご覧ください。

�健診期限／6月 30日（土）　
�対象／19歳～ 39歳の方　※年齢は平成25年 3月 31日現在
�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

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　子宮がん検診を 7月 31日（火）まで実

施しています。受診票が届いている方は

お早めに受診してください。

　健康保険証が変わったことにより自己

負担料が変更になる場合は、あらかじめ

健康推進課で手続きをお願いします。

�対象／町内に住所を有する 20歳以上
　の女性　※年齢は平成25年 3月 31日現在

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　誕生会やホームパーティーに欠かせない日本料理といえば「お寿司」。子どもも大好
きなお寿司を楽しくケーキ風にアレンジして作ります。季節の野菜もたっぷり使い、
栄養満点で見た目もキレイな簡単おもてなし料理を学んでみませんか。
�日時／ 7月 5日（木）10:00 ～ 13:00　　�場所／保健センター2階
�対象／小学校低学年までのお子さんを持つ保護者
�募集人数／15人（先着順）　  �参加費／500円　  �持ち物／筆記用具・エプロン
�申込期限／6月 26日（火）　※託児あり（要事前申し込み。2歳児未満不可。）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　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てみま

せんか？　事前予約は不要です。当日直

接会場にお越しください。

�日時／ 7月 12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／
　○沐浴体験をしよう！

　○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

�対象／妊婦および家族の方
�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

　男女共同参画週間は、内閣府が男女共同参画社会の実現に向けて国民の気運醸成を
図るため、毎年実施しているものです。本年度の男女共同参画週間は、「男女共同参画
による日本再生」を重点としています。また、6月 17日は「柴田町男女共同参画都
市宣言」の日です。この機会に、私たちのまわりの男女のパートナーシップについて
考えてみませんか。
■問  内閣府男女共同参画局総務課　�03-5253-2111　http://www.gender.go.jp/
　まちづくり政策課　� 54-2111

　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。ぜひご家族で
お越しください。
�日時／6月26日（火）19：30～20：30
（天候不良時は中止）※時間内自由参加
�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

■問  柴田町星を見る会
　（豊川）

　ゆかたを粋に着こなして、みんなで夏
祭りに参加しましょう。
�日時／ 7月 14日（土）、21日（土）
　13：00～（計 2回）
�場所／船迫生涯学習センター
�対象／小学生以上の町民
�募集人数／ 20人　　�参加費／無料
�持ち物／浴衣、半幅帯、 紐 （3本）、ガー

ひも

　ゼかさらしの下着（上下）、伊達締、前板
�講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）
�申込期限／ 7月 10日（金）

■申 ■問  船迫生涯学習センター � 57-2011

柴田町各種婦人団体連絡協議会主催　子育て応援事業

おもてなし料理教室 ～デコレーションずし～

ゆかたを着て
夏祭りに行こう！

火星、土星と春の星座
を見つけよう
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　体験会のご案内　

○アロマテラピーローション作り
　自然素材で肌にやさしいアロマのローション作りを楽しんでみませんか？　8種類の
香りから選べます。
�日時／ 7月 1日（日）10：30～ 12：15　　�定員／12人（小学生以下は保護者同伴）
�参加費／500円（60ml/本）　　�持ち物／筆記用具　　�申込期限／6月28日（木）

○プリザーブドフラワーアレンジ
　プリザーブドフラワー1輪と造花やパールビーズを使って、可
愛らしい花器にアレンジを制作します。（写真のアレンジサイズは
直径約12cm）
�日時／ 7月 4日（水）10：00～ 12：00　　�定員／5人　　
�参加費／1,000円　　�持ち物／ハサミ、作品持ち帰り用の袋
�申込期限／7月 1日（日）
　

　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」
「町を元気にしたい」こんな方は是非お気軽にゆる .ぷらまでお問合せください！
�実施料金（ゆる .ぷら利用料）／無料
�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、営利目的や売名行為、不当な材料代、材料代としての妥当性判断が難しいなど、体験会を
　実施できない場合があります。

■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　　� 6月の休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

　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／7月12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／ 7月 5日（木）、19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

　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／ 7月 4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

　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／7月13日（金）10：00～15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 6月 29日（金）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

仙台大学開放講座　～武道から学ぶ安全・安心～
　「日本伝統文化としての武道」「犯罪から身を守る」「日本の護衛-皇室の護衛経
験から-」について専門の講師による講座です。
�日時／ 7月 10日～ 31日の毎週火曜日　18：00～ 20：00（全 4回）
�場所／仙台大学　　�対象／40歳以上の県民　　�募集人数／80人（先着順）
�受講料／無料
�申込方法／はがきに住所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、職業、電話番号を記
　入の上、申し込みください。
�申込期限／6月 29日（金）

■申 ■問  仙台大学事業戦略室　� 55-1621（平日9：00～ 17：00）
　〒989-1693柴田町船岡南2丁目2-18「開放講座係」

村田高等学校開放講座　～漢詩概論～
　漢詩の歴史、成り立ちの紹介や初歩的な作詩方についての説明を行う講座です。
�日時／ 7月 21日～ 8月 11日の毎週土曜日　9：30～ 12：00（全 4回）
�場所／村田高等学校　　�対象／18歳以上の県民　　� 募集人数／20人
�受講料／無料
�申込方法／はがき、ＦＡＸに住所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、職業、電話
　番号を記入の上、申し込みください。電話でも受け付けます。
�申込期限／6月 29日（金）

■申 ■問  村田高等学校　� 83-2275　� 83-2276（平日9：00～ 16：00）
　〒989-1305村田町大字村田字金谷1「みやぎ県民大学担当」

平成24年度みやぎ県民大学　
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主な行事日学　校

開校記念日3船岡小学校
� 55-1064 授業参観4

船小寺子屋25～27

お楽しみ集会4槻木小学校
� 56-1029 朝会6

振替休業日9

歌の集い13

学習参観日
サポーター対面式
PTAレク

14

水泳教室24～25

学習相談日24～26

授業参観・懇談会4柴田小学校
� 56-1430 芸術鑑賞教室13

PTAレク21

授業参観・懇談会4船迫小学校
� 55-5394 お楽しみ集会17

育成会フットベ
ースボール大会

22

サマースクール23～24

カッパ教室23～25

振替休業日2西住小学校
� 53-3227 夏休み学習教室23～27

振替休業日2東船岡小学校
� 55-1811 開校記念日11

たてわり班であ
そぼう

18

実力テスト（3年生）9船岡中学校
� 55-1162 PTA講演会

学年PTA
17

吹奏楽コンクール22

三者面談
家庭訪問

26～

資源回収29

授業参観
PTA文化講演会

7槻木中学校
� 56-1331

振替休業日9

携帯安全教室11

学期末大掃除19

防犯教室6船迫中学校
� 54-1225 合唱コンクール12

授業参観
学年PTA
学級懇談会

18

家庭訪問
三者面談

30～

終業式20小学校共通

終業式20中学校共通

県中総体22～25

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

【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：6月 4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 0.4）

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

講演「放射能と食の安全」
～お母さんの視点で科学的に検討してみると～

　4月 1日から食品の放射性物質の新たな基準が施行されました。食品の安全基準や
いま皆さんが不安に思っている食の安全について講演を行います。（申し込み不要）
�日時／ 7月 14日（土）13：30～ 15：30　　�場所／槻木生涯学習センター
�講師／松永和紀 氏（女性科学ライター・元毎日新聞記者）
�定員／300人　　�参加費／無料　　�主催／柴田町健康推進課
 託児の申し込みについて
�定員／20人（先着順）　�料金／100円（保険代など）　�申込期限／7月 4日（水）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：6月 5日（火）】

測定値測定値

0.10船岡生涯学習センター0.10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

0.10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6月 6日（水）】

測定値測定値測定値

0.15西住小学校0.16船迫小学校0.14船岡小学校

0.08柴田小学校0.13槻木小学校0.19東船岡小学校

0.13槻木中学校0.20船迫中学校0.14船岡中学校

0.17たんぽぽ幼稚園0.15浄心幼稚園0.22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：6月 7日（木）】　

測定値測定値測定値

0.20西船迫保育所0.17槻木保育所0.22船岡保育所

0.20西住児童館0.17三名生児童館0.14柴田児童館

※毎週１回測定0.14むつみ学園0.20船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：6月 4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0.10並松公園

0.11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
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