
お知らせ版平成24年12月1日

広報しばた・お知らせ版・第712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  問合せ先　  ■予  予約

【採用予定年月日】平成25年4月1日
【１次試験】葛実施日／1月27日（日）　　　葛場所／宮城県自治会館（宮城県庁北側）仙台市青葉区上杉1丁目2-3
　　　　　　葛内容／教養試験、一般性格診断検査、専門試験（土木のみ）
【２次試験】葛実施日／3月上旬頃　　　葛場所／柴田町役場　　葛内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断書審査など
【申込用紙の請求】総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を
　　　　　　　　　明記の上、120円切手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。
【受付期間】12月3日（月）～21日（金）　※土・日曜日を除く。
【受付時間】8：30～17：15　※郵送の場合は、12月21日（金）午後5時まで柴田町役場に必着のものに限ります。

■申 ■問  総務課　緯55-2111　〒989-1692  柴田町船岡中央2丁目3-45　Eメール:general-affairs@town.shibata.miyagi.jp 
柴田町職員を募集します

葛開会日時／12月10日（月）9：30（予定）葛場所／役場5階議会議事堂※傍聴席は6階葛手続き／傍聴席入口の傍聴人受付票に、
氏名などを記入して提出。

※傍聴席数に限りがあるため、議事堂内での
傍聴を制限する場合があります。葛日程／12月10日　町政報告、一般質問
　　　　　　 11日、12日　一般質問
※以後の日程は、議案の内容により決定

■問  議会事務局　緯55-2136柴田町議会第4回定例会傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴ののののののののののごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案傍聴のご案内内内内内内内内内内内

受　　験　　資　　格職務内容採用予定人数職種試験区分

昭和58年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する
人または平成25年3月末日までに資格を取得する人

一般的な保健師
業務に従事1人程度保健師上　級

（大学卒業程度）

昭和60年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人

一般行政事務に
従事

1人程度行政

初　級
（高等学校卒業程度）

　昭和48年4月2日から昭和60年4月1日までに生まれた人
で、次のいずれかに該当する人
①学校教育法による大学を卒業後、社会人としての実務経験を
5年以上有する人

②学校教育法による短期大学または専修学校（2年制以上の専門
課程で年間授業時間が680時間以上のものに限る）を卒業後、
社会人としての実務経験を7年以上有する人

③学校教育法による高等学校を卒業後、社会人としての実務経
験を9年以上有する人

1人程度
行政

（社会人 
  経験者）

昭和60年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人土木に関する専
門的業務に従事1人程度土木初　級

（高等学校卒業程度）
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　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
不安があるのではないかと思います。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？（予約不要）葛日時／1月17日（木）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／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！葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160 ●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、おばあちゃんが自由にふ
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。葛対象者／0歳～未就園児とその保護者葛参加費／無料　　葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物など開催日時・イベント子育てひろば（場所） ・毎週月・火・水曜日　9：30～12：00、13：00～15：30※年末年始の12/24～1/7まではお休みです。ゆるりんひろば（イトーチェーン船岡店向かい） ・12/6（木）、13（木）、20（木）　9：30～12：00、13：00～15：30・おもちゃ病院　12/13（木）　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（新栄集会所） ・12/7（金）、1/25（金）　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（槻木生涯学習センター）

○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。葛日時／12月6日、13日、20日、27
日の木曜日　15：30～17：00

※おはなしタイム16：00～16：30葛参加費／無料○宮沢賢治の作品を読み合う会葛日時／12月13日（木）13：30～15：30葛参加費／100円○子どもゆめ基金助成金助成活動　「絵本いっぱい」　　～ジョン・バーニンガム作品のまき～
　絵本の好きな大人と子ども、みんな
寄っておいで！ 葛日時／12月20日（木）15：30～17：00葛参加費／無料　葛後援／柴田町教育委員会○児童文化を学ぼう会～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・折り紙　などを学びあい、子どもたちに届けよう～葛日時／12月26日（水）19：00～20：30葛参加費／300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）

　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／1月11日（金）10：00～15：00　　葛場所／県仙南保健福祉事務所葛申込期限／12月25日（火）　※予約状況によっては、別日程を案内する場合もあります。
■予 ■問  健康推進課　緯55-2160
　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえ
るお茶会「冬休み体験茶会」を冬休みに
開催します。和室での作法を学びながら
楽しく体験してみませんか。葛日時／12月22日（土）、23日（日）
　13：00～15：00（2回コース）葛場所／船迫生涯学習センター葛対象／町内小中学生　葛定員／15人葛参加費／1,000円（お茶代などの実費）葛講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）葛申込期限／12月12日（水）
■申 ■問  船迫生涯学習センター   緯57-2011 　東北や県内で活躍しているプロの音楽

家などを招いてクリスマスコンサートを
開催します。クリスマスソングやクラ
シックなどの曲を演奏しますので、ぜひ
お越しください。入場は無料です。葛日時／12月22日（土）13：00～　※開場12：30葛場所／船岡生涯学習センター・ホール葛演奏者／渡邊みづき氏（ソプラノ）
　　　　　平間　翔子氏（フルート）
　　　　　玉野井美都子氏（ピアノ）
■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520冬休み体験茶会 生演奏で聞こう
クリスマスコンサート

ギャラリー展示　ミニクリスマス作品展＆ステンドグラス船岡作品展
　○皆さんからお借りした、クリスマスにちなんだ作品を展示します。
　○ステンドグラス船岡の皆さんの作品を展示します。
　葛展示期間／12月4日（火）～12月24日（月）口笛コンサート　葛日時／12月9日（日）13：30～14：00　※入場無料
■開館時間／10：00～18：00
■12月の休館日／3日、10日、17日、25日、（年末年始29日～1月3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
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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／12月16日（日）毎月第3日曜日　　葛年末年始／12月29日から25年1月3日まで休館　　　○…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

仙南総合プール日程表（平成24年12月分） 31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　日・曜日区分　　　　 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月日土 休館日休館日休館日☆☆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

葛日時／12月22日（土）
　　　　10：00～12：00葛内容／縄ないを体験し、「玄関飾
り」と「小輪っか」を作ります。葛講師／安藤九平治氏　葛募集人数／20人(先着順)葛参加費／800円(材料代)葛持ち物／剪定ばさみ（わら切り用）、
ペンチ、エプロン、タオル葛申込期限／12月7日（金）葛日時／12月15日（土）
　　　　9：30～11：00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4年生以上葛協力・指導／柴田町トンボ玉愛好会しめ縄作り体験学習

12月のトンボ玉体験会

　昨年出版された児童書300冊を宮城県
図書館から借り受け、展示します。多分
野に及ぶ児童書に触れることのできる良
い機会です。ぜひご家族でご覧ください。葛期間／12月7日（金）～21日（金）
　9：00～16：00　
※月曜日は休館です。日曜日は開館時のみご
　覧いただけます。葛場所／槻木生涯学習センター
■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　町営住宅の入居者を募集します。申込者数が募集戸数を超えた場合は抽選になりま
す。　※募集住宅の重複申し込みはできません。葛募集住宅／①北船岡2号棟　1ＬＤＫ　1戸　単身可（8階建の5階）
　　　　　　②北船岡2号棟　2ＬＤＫ　6戸　単身不可（8階建の2階～6階）葛資格／申込資格要件がありますので、都市建設課に確認をしてください。葛家賃／住宅およ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／平成25年2月1日（金）予定葛申込用紙／12月3日（月）から役場都市建設課および槻木事務所で配布します。葛申込期間／12月3日（月）～14日（金）8：30～17：15（土・日・祝日を除く。）葛申込場所／都市建設課　※槻木事務所では申込用紙の配布のみで、受け付けはできません。
■申 ■問  都市建設課　緯55-2121 　楽しい絵本の読み聞かせをします。親

子で楽しめる本を読みますので、ぜひ親
子で参加してください。葛日時／12月21日（金）10：30～11：30葛場所／西住公民館葛対象／幼児とその保護者
■問  船岡生涯学習センター
　緯59-2520

○ふれあいネットワーク互助事業　「サービス利用者募集」
　社会福祉協議会では、お困りの住民の方々に対して「病院の送迎サービス」や「家事援
助サービス」などを住民相互の助け合い事業として行っています。　
　通院や日常生活の中で、困ったことのある方は、お気軽に本会までお問い合わせ下さい。
サービス利用時は有償となります。○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
るひろばです。参加費は無料で、時間内の出入りは自由です。

※「みるく」では、「クリスマスリースづくり」の体験ができます。○サロンコンサート
 　小さな子どもたちのボランティア活動です。ぜひ、見にきてください。葛日時／12月4日（火）13：30～14：00　　葛場所／地域福祉センター葛内容／第一幼稚園さくら組30人の園児のみなさんによる、かわいいお遊戯。場　　　　所日　　　　時 地域福祉センター12月14日（金）10：00～12：00きらら 多機能型地域ケアホームつきのき12月21日（金）10：00～11：45みるく

町営住宅入居者募集

子どもの本移動展示会

親子絵本読み聞かせ
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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 12月 4日㈫佐藤由美子生　　活 12月11日㈫近江　宣男 12月18日㈫鈴木　照雄 1月 8日㈫関根　朝成
■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（1階）10：00～15：00相　談　日担当相談委員相談区分 12月 5日㈬木島　基子人　　権 12月12日㈬渡邊みち子 12月19日㈬大友　勝彦 12月26日㈬桂川　クメ 1月 9日㈬木島　基子 12月26日㈬手代木文夫行　　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

　東日本大震災の影響もあり、県内では
血液不足の状態が続いています。献血は
身近にできるボランティアです。皆さま
のご協力をお願いします。葛期日／12月15日（土）
　葛実施内容／400ml、200ml献血葛その他／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 家屋調査（新築・増築）にご協力ください
　平成25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24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、ご協力をお願いします。また、ご希望の調査日がありましたら
税務課までご連絡ください。

建物を取り壊した場合はご連絡を
　建物（物置を含む）の全部、または一部を取り壊した場合には、建物滅失届を
提出してください。後日、現地調査により建物の滅失を確認します。
取り壊した建物につきましては、翌年から課税台帳より削除されます。届出用紙
は税務課および槻木事務所にあります。
　詳細についてのお問い合わせは、税務課までお願いします。

給与所得者の個人住民税は、「特別徴収」（給与天引き）で納めましょう！
○個人住民税とは？
　個人の町民税と個人の県民税を合わせて「個人住民税」と呼んでいます。個人
住民税は、住民の皆さんに対する行政サービスに必要な経費を住民の皆さんに広
く分担していただくための税金で、町が徴収しています。
○個人住民税の納め方
　給与所得者の個人住民税は、事業主（給与支払者）が給与から天引きして、従
業員（納税義務者）に代わって町に納入する「特別徴収」をすることが、法律や
条例により、義務付けられています。
　従業員数が少ないことや経理担当者の業務繁忙などを理由として、特別徴収を
行わないことは認められていません。
○「特別徴収」への移行を！
　町内では、本来、事業主の方が特別徴収により納めるべき個人住民税を、給与
所得者の多くの方が、自ら直接納付しているのが現状です。このような状況を改
善するために、町では県と共同して、特別徴収を行っていない事業主の方へ「特
別徴収義務者」になるようにお願いしています。特別徴収することにより、従業
員の方には、納め忘れの心配がなくなる、1回あたりの納付額が少なくなるなど
のメリットがあります。
　事業主の方にも、従業員の方にも、特別徴収についてのご理解とご協力をお願
いします。
特別徴収による納税の仕組み　～個人住民税が給与天引きになります～

■問  税務課　緯55-2116
・数社からの借入があり、今後の返済をどうしようか？
・収入の予定が狂ってしまって、返済ができない…。
・返済のために、また新たな借入をしなければならない…？
　このようなお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに、ご相談下さい。借金の問題
は必ず解決できます。弁護士、消費生活相談員などが無料で相談に応じます。葛日時／12月14日（金）9：30～16：30　　葛場所／県大河原合同庁舎 葛定員／16人（事前予約制）　葛予約受付期間／12月3日（月）～7日（金）8：30～17：15
■予 ■問  県消費生活センター　緯022-261-5164

場　　所時　間
三愛ロジスティクス㈱10：00～12：00
ヨークベニマル柴田店13：30～16：30

人権相談週間に伴う総合相談 
行政、人権、消費生活相談相　談　日相談会場 12月7日㈮ 10:00～15:00柴田町保健センター４階軽運動場槻木生涯学習センター※保健センター４階軽運動場では、　　　　　　10：00～12：00に公証人相談も行います。

■問  町民環境課　☎55-2113
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　平成25年度に勤務できる方で、臨時保
育士・臨時児童厚生員として勤務してく
ださる方を募集します。
○臨時保育士　保育業務に従事
○臨時児童厚生員　学童保育に従事葛応募資格／おおむね50歳までの方で、
保育士または幼稚園教諭の資格を有す
る方葛任用／随時任用葛賃金／時間給930円（平成24年度）葛応募方法／履歴書に必要事項を記入し、
資格証の写しを添付の上、お申し込み
ください。葛募集期限／平成25年1月31日（木）
■申 ■問  子ども家庭課　緯55-2115国民健康保険の資格取得・喪失の手続きを忘れずに

仙南ひまわり会「講演会」
　ジャーナリストの櫻井よしこ氏を講師
に迎え、講演会を開催します。葛日時／12月13日（木）14：00～15：30
　※開場13：30葛場所／ホワイトキューブ（白石市）葛演題／「この国の行方～日本の在るべ
き姿～」葛講師／櫻井よしこ氏　葛定員／600人葛その他／入場無料、先着順での入場と
なります。また、駐車場に制限があり
ますので、乗り合わせでのご来場をお
願いします。葛主催／仙南信用金庫・仙南ひまわり会
■問  仙南信用金庫本店営業部
　緯0224-25-3171

開設10周年記念市民公開講座葛日時／12月8日（土）14：00～　※受付13：00～葛場所／仙南芸術文化センター（えずこホール）葛講演／①「地域医療における救急医療の課題と対策」
　　　　　　講師　東北大学救急医学分野教授　久志本 成樹 先生
　　　　②「高齢化社会における地域がん医療の課題」
　　　　　　講師　東北大学臨床腫瘍学分野教授　石岡 千加史 先生
　　　　③公開討論会葛参加費／無料　※参加申し込みは不要です。先着200名様に記念品を贈呈します。

クリスマスロビーコンサート
　入場無料ですので、ぜひ、ご鑑賞ください。葛日時／12月25日（火）16：45～17：30　葛場所／みやぎ県南中核病院1階ロビー葛内容／○院内保育所園児による遊戯　
　　　　○富岡智子医師（ピアノ）、柴生田桂子（バイオリニスト）による演奏

　高校受験を控えた中学3年生を対象に、
受験へ向けた意識啓発を行うことを目的
に英語・数学の自主学習の場を提供しま
す。当日は指導員がアドバイスします。葛日時／1月4日（金）、5日（土）
　13：00～15：00葛場所／槻木生涯学習センター葛内容／英語・数学の自主学習葛対象／町内中学校3年生葛募集人数／60人（各中学校20人）葛参加費／無料　葛申込期限／12月7日（金）
■申  各中学校
■問  教育総務課　緯55-2134
　カロリーや脂肪を抑えても、おいしく
満足できる調理の工夫を実習します。食
事をしながら、医師・栄養士によるお話
を行います。お気軽にご参加ください。葛日時／12月11日（火）9：30～13：30葛場所／保健センター2階　調理室葛内容／調理実習「糖尿病予防の食事作
り」、医師・栄養士の講話葛対象者／糖尿病の方、糖尿病が心配な方葛参加費／300円（調理実習費として）葛持ち物／エプロン、三角巾葛申込期限／12月7日（金）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
　高次脳機能障害に関する理解を深め、
家族同士の交流を通して、家族の方自身
がゆとりある生活ができることをめざし、
交流会を開催します。葛日時／12月12日（水）13：30～16：30葛場所／県仙南保健福祉事務所葛対象／仙南管内にお住まいの高次脳機
能障害者のご家族葛内容／ミニ講話、懇談会、個別相談（希
望者）葛参加費／無料葛申込期限／12月7日（金）
■申 ■問  県仙南保健福祉事務所
　母子・障害班　緯53-3132

臨時保育士・児童厚生員　

○職場を辞めて保険証を返還したら
　職場などの健康保険をやめた方で、ほかの健康保険に加入しない場合は、国民健康
保険への加入手続きが必要です。退職した日から14日以内に手続きをしてください。
また、国民健康保険税は、加入の届出日からではなく、資格を得た月（退職日翌日の
属する月）の分から納めなければなりません。加入手続きが遅れると1期あたりの国
民健康保険税額が多くなり、負担が大きくなりますのでご注意ください。
○就職して職場の保険証をもらったら
　職場などの健康保険に加入した場合や、ほかの健康保険の被扶養者になったときは、
国民健康保険の喪失手続きが必要です。この手続きをしないと、国民健康保険加入者
とみなされているため、国民健康保険税が課税されたままとなります。必ず資格喪失
の手続きをしてください。 

■問  健康推進課　緯55-2114 高次脳機能障害者家族交流会

中学3年生対象「冬季受験力アップ学習会」

糖尿病予防料理教室簡単！ おいしい！ごちそう糖尿病食を作ろう
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移動なかよし広場～楽器で遊ぼう！～
　農村環境改善センターに子育て支援
センターの職員が出向き、楽しく遊び
ます。葛日時／12月11日（火）9：45～11：30葛場所／農村環境改善センター
※申し込みは不要です。
※保健師の健康相談もあります。

■申 ■問  柴田町子育て支援センター 　 　　（船迫児童館内）　☎54-4040
　柴田町で栽培された新そば粉で、そば
打ちを体験してみませんか。葛日時／12月9日（日）、23日（日）
　　　　9：30～12：00葛場所／柴田町太陽の村葛募集人数／10人（先着順）葛参加費／2,000円（昼食付）※自分で打っ
　たそばは持ち帰りとなります。葛持ち物／エプロン、そば持ち帰り用容器葛申込期限／各開催日の前日まで
■申 ■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970太陽の村手打ちそば教室　

　平成24年1月から12月までに、スポーツで顕著な成績を挙げた個人および団体を、
柴田町スポーツ賞顕彰要綱に基づき顕彰します。次に該当すると思われる顕彰候補者
を推薦してください。葛対象／○スポーツに関し、優秀な成績を収めた個人および団体　○優秀なスポーツ
選手の育成・指導に功績のあったと認められる個人および団体　○そのほか、特に
顕彰に値すると認められる個人および団体葛顕彰資格／○町内に住所を有する個人および団体　○町内の高等学校や大学および
事業所に所属している個人および団体　○そのほか、特別な事由がある場合は、本
町出身者も顕彰の対象葛顕彰の種類および基準／
 柴田町スポーツ栄誉賞
①権威ある国際競技大会において、個人8位以内または団体3位（大会規模により8
位）以内に入賞した個人（団体チームの監督、コーチ、マネージャーも含む）およ
び団体
②そのほか、本町スポーツ界の振興またはスポーツを通じた町民意識の高揚に特に功
績が大きいと認められる個人および団体
 柴田町スポーツ功績賞
①権威ある国際競技大会に出場した個人（団体チームの監督、コーチ、マネージャー
も含む）および団体
②全日本選手権大会およびこれと同等の大会において優勝した個人および団体
③スポーツ競技大会において、日本記録を樹立した個人および団体
④全国高等学校選手権大会などで優勝した個人および団体
⑤そのほか、スポーツ競技において、特別の功績があったと認められる個人および団体
⑥①～⑤まで、ならびに柴田町スポーツ栄誉賞に掲げる個人および団体の育成・指導
に特に貢献のあったと認められる指導者
 柴田町スポーツ奨励賞
①全国規模の競技大会において、個人8位以内または団体3位（大会規模により8位）
以内に入賞し、または新記録を樹立した個人および団体
②東北大会規模の競技大会において、優勝、準優勝または新記録を樹立した高校生以
下の個人および団体
③宮城県大会において、優勝または新記録を樹立した高校生以下の個人および団体葛推薦方法／所定の推薦用紙にご記入の上、スポーツ振興室にご提出ください。推薦
用紙はスポーツ振興室、生涯学習課、各生涯学習センターに備え付けてあります。葛推薦期限／平成25年1月11日（金）
■問  スポーツ振興室（船岡公民館内）緯55-2030
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（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：11月13日（火）】
測定値測定値
0.10船岡生涯学習センター0.08柴田町役場
0.07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0.10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：11月14日（水）】
測定値測定値測定値
0.15西住小学校0.14船迫小学校0.11船岡小学校
0.08柴田小学校0.11槻木小学校0.16東船岡小学校
0.10槻木中学校0.15船迫中学校0.12船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.13浄心幼稚園0.08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：11月15日（木）】
測定値測定値測定値
0.11西船迫保育所0.14槻木保育所0.08船岡保育所
0.11西住児童館0.16三名生児童館0.12柴田児童館

※毎週1回測定0.12むつみ学園0.18船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：11月19日（月）】
測定値測定値測定値
0.17剣崎公園0.14白幡児童遊園0.09並松公園
0.10船岡城址公園0.20舘前緑地0.19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：10月29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0.4）
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　　※検査は宮城県企業局

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）12月 2日（日）9：00～16：00 12月16日（日）9：00～16：00 　入間田テニスコート 12月 9日（日）9：00～16：00 ※行事等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12月18日（火）19：00船迫生涯学習センター  体育館・野外運動場調整会議12月20日（木）19：00 船迫生涯学習センター1 
月 
分※お知らせ／町民体育館解体工事により駐車場の台数が減少になるため、しばらくの間、調整会議の会場が変更となります。12月の会場は船迫生涯学習センターとなります。ご注意ください。
　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

　国民年金保険料の納め忘れはありませんか？　国民年金保険料を納めないままにしておくと、将来の老齢基礎
年金や障害・遺族など事故が発生した場合の年金が受けられないことがあります。平成24年度の国民年金保険料
額は、月額14,980円です。納めた保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、税金の負担が軽減されます。
　まだ納付がお済みでない方は、納付書をご用意の上、お近くの金融機関またはコンビニエンスストアで納付し
てください。
　また、納め忘れがなく、納付の手間がかからない、口座振替やクレジットカードによる納付も可能です。

（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11月5日秋そば　　
1002811月8日ゆず（露地）

※検査は宮城県農林水産部

　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／12月11日（火）、25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）※電話での相談は随時行っています。葛日時／12月11日（火）、25日（火）
　13：00～15：00葛場所／ 県仙南保健所
■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

■問  大河原事務所　緯51-3113
　 健康推進課　緯55-2114
◎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）　☎55-2122
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※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、予防接種および相談時は、ビニール袋をお持ちください。災害に備え、会場内では、ビニール袋に靴を入れてお持ち歩
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のご来場はご遠慮ください。

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日
銀座薬局
　船　岡　☎54-2201

アイン薬局村田店
　村　田　☎82-1682

はせ歯科医院
　大河原　☎52-1080

毛利産婦人科医院
　船　岡　☎55-3509

中核病院村田診療所
　村　田　☎83-2445

12/2
㈰

大槻薬局東新町店
　大河原　☎52-0885

ひがし薬局大河原
　大河原　☎51-3055

前田歯科医院
　村　田　☎83-6480

かわち医院
　大河原　☎52-3115

甘糟医院
　大河原　☎53-1460

9
㈰

ひまわり薬局
　船　岡　☎87-8430

槻木中央薬局
　槻　木　☎56-3169

歯科ヒライ
　船　岡　☎55-4025

永沼整形外科
　船　岡　☎54-2244

玉渕医院
　槻　木　☎56-1012

16
㈰

さとう調剤薬局
　大河原　☎51-4431

もみの木薬局
　船　岡　☎54-3837

スエヒロデンタルクリニック
　大河原　☎53-4390

庄司クリニック
　大河原　☎51-3741

村川医院
　船　岡　☎54-2316

23
㈰

ペガサス薬局
　大河原　☎87-6097

トミザワ薬局船迫店
　船岡　☎58-1211

村上歯科医院
　大河原　☎53-3563

さくらの杜診療所
　大河原　☎51-4625

ふなばさま医院
　船　岡　☎58-2220

24
㈪

関谷薬局
　大河原　☎52-2133

ひがし薬局大河原
　大河原　☎51-3055

こや歯科医院
　船岡　☎54-5005

高沢外科・胃腸科
　船　岡　☎57-1231

甘糟医院
　大河原　☎53-1460

29
㈯

ひまわり薬局
　船　岡　☎87-8430

ホシ薬局
　大河原　☎52-1127

大河原歯科医院
　大河原　☎52-2250

永沼整形外科
　船　岡　☎54-2244

安藤医院
　大河原　☎52-1123

30
㈰

ひばり調剤薬局
　大河原　☎52-8686

トミザワ薬局船迫店
　船　岡　☎58-1211

菊池歯科医院
　船　岡　☎57-2950

大河原整形外科クリニック
　大河原　☎51-1502

ふなばさま医院
　船　岡　☎58-2220

31
㈪

仙台調剤大河原西店
　大河原　☎51-4011

調剤薬局船岡店
　船　岡　☎55-2776

川口歯科医院
　船　岡　☎55-5493

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

佐藤内科クリニック
　船　岡　☎54-3755

1/1
㈫

柴田薬局
　槻　木　☎56-3715

槻木中央薬局
　槻　木　☎56-3169

おたべ歯科クリニック
　槻　木　☎56-1853

乾医院
　槻　木　☎56-1451

玉渕医院
　槻　木　☎56-1012

2
㈬

アイランド薬局
　大河原　☎53-4189

もみの木薬局
　船　岡　☎54-3837

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

村川医院
　船　岡　☎54-2316

3
㈭

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12/5㈬

12：45～13：15本多（愛）先生、
菊池先生平成23年5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㈪

12：45～13：15宮上先生3か月児から5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付12㈬

  9：15～   9：45平成23年12月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）14㈮

  9：30～11：30井村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㈫

12：45～13：15吉田先生平成22年8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)

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付
19㈬

12：45～13：15板野先生、
玉野井先生平成21年6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

  9：00～10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）25㈫
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付26㈬
12：45～13：15伊藤先生平成24年7月生まれの方4か月児健康診査27㈭

  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）1/7㈪

  9：15～   9：45平成24年1月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）8㈫

12：45～13：15玉渕先生3か月児から5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付9㈬

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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