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第2回 まちづくり提案制度提案募集 健康の保持・増進を図るためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった、健康的な生活習慣が大切です。生活習慣病は、日常生活のあり方と深く関連しています。生活習慣を改善し健康を増進しましょう。■問 健康推進課 ☎55-2160

町（地域）をアイディアとパワーで元気にしていく意見や実践提案を募集します。住民同士がふれあいを深めるための取り組みや、ユニークなイベントの開催など、あなたのひらめき、工夫や行動をまちづくりへ生かしませんか。○意見提案：身近な資源を生かしたユニークなアイディアを募集します。○実践提案：提案者、町、町民の皆さんとの協働で地域の課題を解決するための実践活動を募集します。
葛基本テーマ／「みんなで育てる 笑顔輝く 元気なまち」提案例○地域資源の発掘、地域のお祭り・イベントの開催など（ふれあい、にぎわい）○防犯活動、危険箇所対策、交通安全活動など（安心、安全）○子育て支援活動、父親・母親教室の開催など（子育て）
葛提案できる方／町内に住所を有する方または町内へ通勤・通学している方。町内の地域コミュニティ団体、住民活動団体および事業者。
葛応募方法／提案用紙に記入の上、下記提出先までお持ちください。 提案用紙は、まちづくり推進センターおよびまちづくり政策課に備え付けています。また、町ホームページからもダウンロードできます。※詳しくは、まちづくり推進センターへお気軽にご相談ください。
葛募集期間／9月1日（土）～30日（日）■申 まちづくり推進センター（火～日曜日 10：00～18：00）まちづくり政策課（月～金曜日 8：30～17：15）■問 まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内） ☎86-3631

柴田鉢花研究会（根元会長、会員11人）が丹精込めて育てたポットマム（鉢菊）を直売ならではの特別価格で販売します。おじいちゃん、おばあちゃんに贈られてはいかがですか。
葛日時／9月15日（土）～17日（月）9：30～17：30
葛場所／柴田町観光物産交流館さくらの里
葛販売価格／600円■問 柴田町観光物産協会 ☎56-3970農政課 ☎55-2122葛日時／9月15日（土）10：00～12：00 ※入場無料

葛場所／槻木生涯学習センター1階ホール
葛内容／地震、台風や豪雨等に備えて、町民一人一人が日頃から取り組む自主防災活動を再認識するとともに、更なる地域防災力の向上を目的に開催します。
葛講師／仙台市宮城野区福住町内会長 菅原康雄氏（菅原動物病院長）
葛対象／一般町民・事業所の方々、自主防災組織・消防防災関係者で主に槻木地区住民を対象とします。
葛今後の予定／船岡地区は10月28日（日）の午前10時から船岡生涯学習センターで、船迫地区は同日の午後2時から船迫生涯学習センターで同じ内容で開催します。詳細は10月15日号のお知らせ版に掲載します。※ご来場の際は、駐車場に限りがありますので、出来るだけ公共交通機関の利用や車の乗り合わせなどにご協力ください。■問 総務課 ☎55-2111、槻木生涯学習センター ☎56-1997

この調査は、就業・不就業の実態を明らかにし、全国および地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的として、10月1日現在で実施します。調査の対象となった世帯に統計調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。■問 まちづくり政策課 ☎54-2111

防 災 講 演 会「隗より始めよ」～出来るだけ行政に頼らない地域力～かい

～敬老の日に感謝の気持ちを込めて～

地元産ポットマムを
贈りませんか

就業構造基本調査を
実施します
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■申■問 槻木生涯学習センター ☎56-1997 ※募集などの詳細は、後日のお知らせ版に掲載します。 期 間参加料内 容募集対象・人数教室名・会場 11月中旬1,000円（食材費）地場産の冬野菜を使いきる料理を学びます。町民20人地産地消の料理体験教室槻木生涯学習センター 11月（2回）無料里山ハイキングコースを歩き、美しい自然を楽しみます。・鐙摺山コース（所要時間約3時間）・猪倉山コース（所要時間約3時間）町民各30人晩秋の野山を歩こう農村環境改善センター富上農村公園 11月下旬無料絵本の読み聞かせとリズム遊びと折り紙作りをします。未就学児と親10組親子スキンシップ教室槻木生涯学習センター 1月27日（日）1,000円（昼食など）囲碁・将棋の愛好者が一同に集い、日頃の成果や技量を競い合います。町民50人新春囲碁将棋大会槻木生涯学習センター 3月下旬無料ごみ処理施設を見学し、正しい意ごみの分別の仕方を学びましょう。小学生と保護者15組ゴミの行方を追ってみよう農村環境改善センター■申■問 船岡生涯学習センター ☎59-2520 ※募集などの詳細は、後日のお知らせ版に掲載します。 期 間参加料内 容募集対象・人数教室名・会場 11月無料絵本の読み聞かせを通して、子どもたちの感性・創造性を育み親子のスキンシップを探るために開催します。幼児と保護者20組親子絵本読み聞かせ船岡生涯学習センター西住公民館 12月1日（土）予定材料費実費クリスマスにちなんで親子で協力しクリスマスの飾りを作成し、子どもたちの創造性や家族とのふれあいを深めるために開催します。小学生と保護者10組親子でクリスマス飾りをつくろう船岡生涯学習センター 12月8日（土）予定材料費実費子どもたちの創造性や達成感を育むことを目的に、親子で一緒にアロマキャンドルをつくり香りを楽しみます。小学生と保護者10組チャレンジ工作「アロマキャンドルをつくろう」船岡生涯学習センター 12月15日（土）予定材料費実費創作活動を通して、物づくりを楽しみながら想像力を豊かにし、親子のふれあいを深めるために開催します。小学生と保護者6組親と子の自然体験塾「ミニ門松づくり」船岡生涯学習センター 12月22日（土）予定無料優れた音楽活動を行っている音楽家の演奏を鑑賞し、生活の中の潤いと地域の方々の交流のために開催します。町民クリスマスコンサート船岡生涯学習センター■申■問 船迫生涯学習センター ☎57-2011 ※募集などの詳細は、後日のお知らせ版に掲載します。 期 間参加料内 容募集対象・人数教室名・会場 12月1日、8日、15日（土）全3回無料「お正月は着物で過ごしてみたい」、「自分で着物を着られたらいいな」と思いの方、参加しませんか。子どもから大人まで、男女問わず募集します。講師：佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）町民15人お正月に着物を着よう船迫生涯学習センター 12月15日、22日（土）1,000円（茶菓子代2回分）日本伝統の茶道を身近に感じてもらえる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。町民10人冬休み体験茶会船迫生涯学習センター 平成25年1月～3回予定無料遠い昔に学んだ英語。近ごろ目にする様々な英語。日常生活で出会う英単語や童話（マザーグース）で楽しく学んでみませんか。講師：小澤俊郎氏町民25人英語再入門セミナー船迫生涯学習センター
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しばたの郷土館と柴田町図書館は、現在、震災復旧工事中です。工事中は、来館者の皆さまの安全確保のため、休館といたします。
葛休館期間／9月8日（土）まで■問 しばたの郷土館 ☎55-0707柴田町図書館 ☎86-3820

葛日時／9月15日、10月6日、20日（土）9：30～11：00 葛場所／しばたの郷土館
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。
葛対象／小学4年生以上 葛参加費／400円 葛協力／柴田町トンボ玉愛好会中秋の名月「おめげっつぁん」をめでながら、静かな時の流れを感じてみませんか。
葛日時／9月30日（日）18：30～20：30
9月・10月のトンボ玉体験会

しばたの郷土館および柴田町図書館
休館のお知らせ

雑木林は本当に「自然」？ 雑木林を通じて「生態学的な自然の見方」を、わかりやすく学んでみませんか。
葛日時／9月22日（土）9：00～12：00※9月から1月までの第4土曜日（全5回）を開催日とします。
葛場所／船迫生涯学習センター
葛対象／町民 葛募集人数／20人
葛講師／NPO法人蔵王のブナと水を守る会理事 仲村 得喜秀 氏
葛参加費／無料
葛申込期限／9月15日（土）■問 船迫生涯学習センター ☎57-2011今年で20周年を迎えるハピネス英会話クラスで、楽しく英語を学びませんか。
葛日時／毎週水曜日 9：00～11：30
葛場所／船岡公民館
葛講師／ジェームス・オペ氏
葛会費／月額4,000円■申■問 ハピネス英会話クラス（工藤）

■申■問 しばたの郷土館 ☎55-0707 葛申込期間／9月11日（火）～20日（木） 葛受付時間／9：00～17：00開催日時参加料内 容募集対象・人数教室名・会場 10月5日、26日、11月2日、16日、30日、12月 7日、14日（金）9：30～12：002,000円（材料費）拓本の採集方法や道具の作り方を学習します。５人拓本づくり体験学習しばたの郷土館

中庭観月会

ハピネス英会話クラス

雑木林の生態学講座

■申■問 スポーツ振興室 ☎55-2030 葛申込期間／9月8日（土）～ 葛受付時間／9：00～17：00 開催日時参加料内 容募集対象・人数教室名・会場 10月～平成25年1月の土曜日（全10回）※詳細は後日お知らせします。1,850円（保険代）ちょっぴりハードなボクササイズ（エアロビクスにパンチ・キックといった動きを組み合わせたプログラム）です。思いきり体を動かして、心も体もスッキリしませんか。60歳未満（H24.9.1現在）の町民25人体力づくり教室（ボクササイズ）船迫公民館

平成24年度 下半期（10月～3月） 各種教室・講座のお知らせ つづき

葛日時／平成25年1月13日（日）10：00～ 葛場所／船岡中学校体育館町内にお住まいの新成人の皆さまには、式典案内状を郵送でお届けします。町内に住所のない方で、町の成人式に出席を希望される方は、11月16日（金）までご連絡ください。町では、平成25年成人式を思い出に残る式典になるよう、一緒に作り上げ、盛り上げてもらえる新成人の方を募集しています。一生に一度しかない人生の門出づくりに参加してみませんか？やる気のある新成人の方、新成人ではなくても有志として成人式の企画・運営に携わっていただける方、ぜひご応募ください！実行委員会 葛日時／10～12月の平日 19:30頃～ ※数回の開催予定
葛募集人数／10人程度 葛申込期間／9月21日（金）成人式の式典で「抱負」「将来の夢」など“新成人としての想い”を、新成人を代表して発表してくださる方を募集しています。あなたの「想い」を聞かせてください。

葛募集人数／2人
葛応募方法／新成人としての「抱負」「夢」などを1,000字以内にまとめ、住所、 氏名、生年月日および電話番号を明記の上、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールおよび持 参のいずれかで提出してください。
葛応募期限／9月21日（金）
葛選考方法／提出された作文を基に選考し、結果は通知でお知らせします。■申■問 生涯学習課 緯55-2135 思55-2132Eメール：social-edu@town.shibata.miyagi.jp

平成25年 成人式
成人式実行委員募集！

～20歳のメッセージ～発表者募集！
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空き缶や身近な道具を使って、野外活動を楽しくするワザを親子で体験します。さあ、おどろきと楽しさいっぱいのサバイバルクッキングにパパと挑戦しよう！
葛日時／10月13日（土）9：30～14：00 葛場所／船岡生涯学習センター
葛内容／①アルミ缶と牛乳パックで炊くご飯作り②竹筒を使って炭火で焼くバームクーヘン作り
葛講師／大河原教育事務所・社会教育主事
葛対象／父親と子（小学生） 葛募集人数／20組（先着順）
葛参加費／親子で500円（保険代含む）
葛持ち物／米2合、アルミ缶（350ml）4本、牛乳パック（1Ｌ）6本、軍手、筆記用具、カッター、ハサミ、缶切り、定規、タオル、水筒、カレー用スプーン、上靴
葛申込期限／9月28日（金）■申■問 生涯学習課 ☎55-2135

葛日時／9月30日（日）10：30～14：00 葛場所／柴田町太陽の村
葛内容／○ふるさとの食卓（地場産の食材をふんだんに使って日本型の食事を紹介）○餅つき体験（きねと臼を使い自分でついた餅をその場で試食） ○おそとであそぼ！(竹馬などの昔の遊び） ○わら細工の実演 ○朝採り野菜、加工品や花などの地場産品の即売 ○しばたのとれたて新米（30㎏）を100袋限定（8,000円特別価格）で販売 ○ふるさとの食卓食事券または新米をお買い上げいただいた方を対象に、抽選会を実施します。デジカメのほか、町の特産品である新米、花、和洋菓子などが当たります。
葛料金／ふるさとの食卓食事券 前売り1,000円（当日：1,100円、小学生500円）
葛発売日／9月3日（月）～25日（火）
葛前売り券販売所／柴田町太陽の村、ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部（槻木上町）、農政課（役場2階）※材料などに限りがありますので、ぜひ前売り券をお求めください。
葛主催／しばたコメ祭り実行委員会事務局※内容については、変更になる場合がありますのでご了承ください。■問 しばたコメ祭り実行委員会事務局（農政課内） ☎55-2122視聴覚教材センター保有の楽しい映画を上映します。ほかにも、ふるさとの歴史がわかる自作視聴覚教材上映コーナー、紙芝居・お絵かき（ぬりえ）コーナー、大きな太陽望遠鏡を使用した観察体験コーナーがあります。ぜひお越しください。
葛日時／10月21日（日）10：00～15：30（開場9：30） ※入場無料
葛場所／仙南芸術文化センター（えずこホール）
葛上映作品／○大ホール／シュレックシリーズの人気映画｢長ぐつをはいたネコ｣※上映時間 1回目10：00～ 2回目13：00～○平土間ホール／｢セロひきのゴージュ｣｢新・泣いた赤おに｣ほか13本※上映時間は会場にてお知らせします。■問 仙南地域広域行政事務組合・視聴覚教材センター ☎52-3433

第9回しばたコメ祭り
～しばたが一番「おいしいごはんをお召し上がりください。」～

仙南地域広域行政事務組合｢視聴覚教材センターフェスティバル｣

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！」
～サバメシ塾！空き缶めし＆炭焼きバームクーヘンを作ろう～
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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）

9月16日（日）9：00～16：00入間田テニスコート
9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

9月19日（水）19：00船岡公民館
体育館・野外運動場調整会議

9月20日（木）19：00船岡公民館月分10
船岡体育館の改修工事が完了

このたび、改修工事のため使用を休止してい

た船岡体育館が使用できるようになりました。

使用希望の方は、お問い合わせください。■問 スポーツ振興室 ☎55-2030

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）

葛全館貸切／9月2日（日）スポーツ少年団交流大会（終日休館）

葛無料開放／9月16日（日）毎月第3日曜日

○…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9月分）

302928272625242322212019181716151413121110987654321日・曜日

区分 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

☆☆×☆プールA面

○○△△◇△○○△△◇△○○△△◇△○○△△◇△×○プールB面

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○トレーニング室

『にこにこワールド2012』参加親子募集！

○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／9月6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／9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」～レオ・レオニ作品のまき～絵本の好きな大人と子ども、みんな寄っておいで！
葛日時／9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

どを学び合い、子どもたちに届けよう～

葛日時／9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）

1歳児の親子のための楽しいイベントです。イベントに参加して、親子のきずなを深めたり、おともだちを作ったりして子育てのヒントをつかみませんか?!
葛場所／船岡生涯学習センター
葛対象／1歳児（平成24年4月1日現在1歳のお子さん）と保護者の方
葛定員／親子50組 葛参加費／無料 葛申込期限／9月20日（木）三名生児童館や西船迫保育所の子どもたちと一緒に遊びの交流をします。○日時／9月4日（火）9：45～11：30
葛場所／三名生児童館 葛対象／2歳～就学前のお子さんと保護者
葛募集人数／親子20組 葛申込期限／9月3日（月）○日時／9月11日（火）9：45～11：30
葛場所／西船迫保育所 葛対象／1歳～就学前のお子さんと保護者
葛募集人員／親子20組 葛申込期限／9月10日（月）船岡生涯学習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。○日時／9月19日（水）9：45～11：30
葛場所／船岡生涯学習センター 葛テーマ／「ダンボールで遊ぼう！」
葛対象／就学前の子どもと保護者※事前の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

○第1回目 ｢わらべ歌と絵本読み聞かせ｣日時／9月25日（火）10：00～11：30 講師／佐々木博美氏（だいちゃん文庫）
○第2回目 ｢親子ふれあい体操教室｣日時／10月26日（金）10：00～11：30 講師／幼児体育研究所（仙台支部）
○第3回目 音楽と劇｢みんなおいで！｣日時／11月17日（土）10：00～11：30 講師／柴田町子育てサポーター
一緒に遊ぼう ～児童館や保育所のお友達と遊びましょう♪～

「移動なかよし広場」
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葛募集人数／4歳児30人
葛入園資格／町内居住の平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれたお子さん
葛在園期間／平成25年4月1日～平成27年3月31日
葛申込方法／第一幼稚園で配布する入園願書にてお申し込みください。
葛配布・受付日時／9月14日（金）～10月10日（水）8：30～17：15（土・日曜日、休日、10月1日、10月4日を除く）■申■問 第一幼稚園 ☎55-1136児童館の幼児保育事業が、平成26年3月31日で廃止となるため、平成25年度の4歳児の募集は行いません。なお、5歳児の募集については、10月1日号の広報お知らせ版に掲載します。■問 子ども家庭課 ☎55-2115 はなみちゃんのデザインを使用する場合には、事前に町への申請が必要ですが、町内会などが、地域の行事で使用する場合には申請する必要はありません。はなみちゃんの画像データ（カラー・モノクロ）は、無料で提供しますので、ご活用ください。

葛使用例／○行政区や地区子ども会が主催するイベントのチラシへのはなみちゃんの印刷
葛注意事項／○はなみちゃんのデザインを用いた商品の開発や販売については、柴田町観光物産協会にのみ許可しています。 ○デザインの使用について、大きさは規制しませんが、図柄（縦横比や色など）は変更せずに、平面で使用してください。■申■問 まちづくり政策課 ☎54-2111

エコでお得なフリーマーケットを開催します。皆さん、ぜひご家族でご来場ください。
葛日時／9月8日（土）10：00～14：00※雨天時は9月9日（日）
葛場所／船岡城址公園三の丸広場■問 一般社団法人さくら青年会議所エコミュニティ市場実行委員会事務局（船山）

葛日時／9月22日（土）13：30～15：00
葛場所／船岡公民館 ※入場無料
葛演題／「女川原発再稼働問題を考える」
葛講師／高野 博氏（原発の危険から住民の生命と財産を守る会事務局長・女川町議会議員）■問 柴田町9条の会（二階堂）

葛募集対象／日本画・洋画・書・写真・工芸の5部門
葛テーマ／自由 葛応募資格／県内在住の60歳以上でアマチュアの方
葛出展料／500円（出展は各部門1人1点） 葛申込期限／10月25日（木）
葛展示会場／宮城県美術館県民ギャラリー
葛展示期間／11月29日（木）～12月2日（日） ※入場無料
葛その他／部門ごとに応募規定があります。詳しくは、お問い合わせください。■申■問 宮城県社会福祉協議会いきがい健康課 ☎022(223)1171

柴田町立第一幼稚園

平成25年度入園児募集

原発問題を考える講演会

平成25年度児童館入館について

「エコミュニティ市場」
～フリマin船岡城址公園～

ギャラリー展示案内

○小野寺勢子和紙ちぎり絵展和紙の毛羽が織り成す風合いが｢透明感・優しさ・温かさ・柔らかさ｣を醸し出します。
葛展示期限／9月9日（日）15：00まで
○庄子博絵画展静物画、風景画、抽象画の油彩画を約20点展示します。
葛展示期間／9月11日（火）～23日（日）最終日は15：00まで
○船岡中学校写真美術部展 ～「自分世界」マイワールド～部活動の目標に「十人十色（じゅうにんといろ）」を掲げ、自分たちにしか出せない色を作り上げようと、日々制作に励んでいます。今回は独自の世界観を表現しようと試行錯誤しながら描きました。たくさんの方に見てもらえると嬉しいです。
葛展示期間／9月25日（火）～10月5日（金）最終日は15：00まで

サロン口笛コンサートご好評いただいている口笛コンサートです。船迫生涯学習センター口笛教室の皆さんが、フォークソング、ポップス、演歌、アニメソングなどさまざまなジャンルの曲を口笛で奏でます。可能な範囲でリクエストも受け付けます。参加は無料です。
葛日時／9月9日（日）13：30～14：00■開館時間／10：00～18：00 ■9月の休館日／3日、10日、18日、24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

第20回宮城シニア美術展

町町町町町町町町町町町町町町ののののののののののののののキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャララララララララララララララククククククククククククククタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーー「「「「「「「「「「「「「「ははははははははははははははななななななななななななななみみみみみみみみみみみみみみちちちちちちちちちちちちちちゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃんんんんんんんんんんんんんん町のキャラクター「はなみちゃん」」」」」」」」」」」」」」」のののののののののののののののデデデデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンデザインののののののののののののののの使使使使使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用用用用用使用ににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててについて
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尺八基礎講座

町有害鳥獣駆除隊員による有害鳥獣駆除を実施します。隊員は、だいだい色の腕章を付け、鳥獣捕獲許可証を携帯しています。
葛日時／9月7日（金）（日の出から日の入りまで）
葛区域／市街地を除く町内全域
葛重点地区／白石川（東北リコー下流域）、阿武隈川、農業用ため池
葛対象鳥獣／カラス、カルガモなど
葛駆除方法／銃器による駆除■問 農政課 ☎55-2122

ハイキングに訪れる皆さんに、しばたの自然を満喫してもらうため、里山ハイキングコースについて、案内できる方を養成する「里山案内人」講座を開催します。柴田町の歴史を学び、県インストラクターの講師と一緒に里山ハイキングコースを歩きながら案内するノウハウを学びませんか！
※このほか「しばたの歴史講座」を10月中旬に2回開催する予定です。
葛対象／町内在住で、里山案内人として活動できる方または里山ハイキングに興味のある方
葛募集人数／20人程度 葛参加費／465円（保険料） 葛申込期限／9月21日（金）■申■問 農政課 ☎55-2122 視覚支援学校の教育内容を、一般の方にもご理解いただくために「学校公開」を開催します。興味関心のある方や見えにくさで悩んでいる方など、どなたでも見学できますので、事前に申し込みの上お越しください。

葛日時／10月18日（木）10：00～15：00
葛場所／宮城県立視覚支援学校（仙台市青葉区上杉6丁目5-1）
葛内容／公開授業、視覚補助具や点字などの紹介、全盲・弱視体験
葛申込期限／10月11日（木）■申■問 宮城県立視覚支援学校教育支援相談部（千田） ☎022(234)6333

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。
葛時間／9：30～12：00、13：00～15：30 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■申■問 ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん ☎080-4178-9374 日本の伝統楽器「尺八」の演奏は、腹式呼吸と同じ効果により健康的です。

葛日時／9月13日、27日、10月4日（木）18：30～20：30
葛場所／船迫公民館
葛対象／どなたでも受講できます。※尺八をお持ちでない方には、貸し出しいたします。
葛募集人数／10人（先着順）
葛参加費／テキスト代を含め、一切無料
葛申込期限／9月12日（水）
葛講師／琴古流宗家竹友社師範 平賀颯幽氏■申■問 琴古流尺八愛好会（平賀）（遠藤）

今年もやります！昨年よりパワーアップしたわが町の食の祭典「B級グルメフェスティバル」今年のテーマは、ずばり「おもてなし」。食のイベントは、今や地域活性・町おこしの切り札。それには味も値段も大事です。しかし本当に大切なのは、この町を知ってもらおう、好きになってもらおうという「心」だと思うのです。ぜひ、わが町の食文化を全国区へ押し上げていただきますよう町民の皆さまのご協力を心よりお願いいたします。おもてなしの心でお待ちしております。
葛日時／10月14日（日）10：00～16：00 ※雨天決行（荒天延期）
葛場所／船岡城址公園
葛内容／○出店数は20店舗（予定） ○1店舗1商品を出品 ○価格は300円～500円程度 ○しばたのＢ級グルメ発掘投票開催 ○関連イベント開催予定
葛入場料／無料
葛その他／船岡駅から会場へのシャトルバスを運行します。■問 柴田町商工会青年部Ｂ級グルメフェスティバル事務局（星）☎54-2207Eメール shokokai@ji.jet.ne.jp

9月の開催日・イベント子育てひろば（場所）

・毎週月・火・水曜日

・おたのしみ会（リトミック）26日（水）9：30～10：00

対象：1歳児 親子10組（電話予約が必要）

ゆるりんひろば
（イトーチェーン船岡店向かい）

・毎週木曜日

・おもちゃ病院 13日（木）10：00～12：00
移動ゆるりんひろば

（新栄集会所）

「里山案内人」養成講座を開催します

第2回しばたB級グルメフェスティバル開催のお知らせ
「値段はB級、味はA級、心意気はS級だべや。」

ハイキングコース散策案内人心得講座 10月18日（木）、25日（木）、11月1日（木）、8日（木）10月11日（木）開催日 9：00～16：009：00～12：00時 間 里山ハイキングコース槻木生涯学習センター場 所
有害鳥獣駆除のお知らせ

宮城県立視覚支援学校

「学校公開」のご案内
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受診票の指定日時について 受診票に記載している指定日時が都合の悪い場合は、都合の良い日時に受診してください。受診票の訂正および役場への連絡は不要です。お願い 受付開始直後は大変混み合います。混雑状況により座ってお待ちいただけない場合があります。時間をずらしていただくとスムーズに受診できます。なるべく時間帯をずらして来られるようご協力をお願いします。

歯や歯茎の病気予防、早期発見のため成人歯科健康診査を実施します。対象者の方には個別に通知を送付しています。通知が届いていない場合は、ご連絡ください。受診券がないと受診できません。
葛健診期間／9月1日（土）～10月31日（水） 葛健診方法／個別歯科健康診査（町内の歯科医院に予約の上、受診してください）
葛健診内容／歯周病・むし歯の有無、入れ歯の適合具合の確認など 葛対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方※年齢は、平成25年3月31日現在です。 葛自己負担料／1,000円

柴田町国民健康保険特定健康診査、後期高齢者健康診査、結核・肺がん検診などの集団検診会場で「成人歯科相談」を無料で実施します。この機会にぜひ「お口の中のことについて」お気軽にご相談ください。（予約不要）
葛内容／○歯や歯茎、入れ歯などについて歯科医に相談 ○簡単な歯の状態の診察
葛対象／40歳以上の方

各健診の結果通知は、受診者全員に受診してから約１カ月から１カ月半後に郵送します。（健診の種類や受診日などによって、届く日が異なります。）届いた結果通知は、紛失しないよう大切に保管してください。町の検診を受けた結果、結核・肺がん検診の精密検査が必要と認められた方は、必ず精密検査を受けてください。通知に記載された場所以外で精密検査を受ける場合は、医師にお渡しいただく書類を送付しますので、受診する前に必ずご連絡ください。■問 健康推進課（柴田町国民健康保険特定健康診査、後期高齢者健康診査担当） ☎55-2114（結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査担当）☎55-2160

場 所受付時間実 施 日 船迫生涯学習センター（西船迫）09：00～11：0013：00～14：009月4日（火）～7日（金） 保健センター（役場）09：00～11：0013：00～14：009月21日（金）、23日（日）～28日（金） 保健センター（役場）17：30～18：309月26日（水）※夜間健診

場 所受付時間実 施 日 船迫生涯学習センター9：00～11：159月4日（火）、6日（木） 保健センター9：00～11：159月21日（金）、27日（木）、28日（金）
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出産や手術における大量出血などの際に、特定の血液製剤を投与されたことによって、Ｃ型肝炎ウイルスに感染された方に、給付金を支給する仕組みがあります。詳しくはホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。■問 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/☎0120-509-002（平日9：30～18：00）

特定の血液製剤によりＣ型肝炎ウイルスに感染された方へ～給付金のお知らせ～ 請求手続きは平成25年1月15日まで

40歳～74歳の方で、平成24年4月1日から変わらず社会保険、共済組合、健保組合などに加入されている方は、健康保険証を発行している「医療保険者」の指定する場所で特定健康診査を受けることになります。柴田町が行う柴田町国民健康保険特定健康診査の委託機関（財団法人宮城県成人病予防協会）が指定されていれば、町の会場で特定健康診査を受けることができます。詳しくは、医療保険者（または本人・扶養者の職場）にお問い合わせください。医療保険者の定めによるため、町にお問い合わせいただいてもお答えできません。申し込まれていない方で受診をご希望の方は9月25日（火）までお申し込みください。申込期日を過ぎた場合は受診できなくなりますので、十分ご注意ください。当日会場での受診票発行はできません。年齢は平成25年3月31日現在です。【結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）】
葛対象／○結核検診：65歳以上の方（肺がん検診も兼ねて受けられます。）○肺がん検診：40歳以上の方（65歳以上の方は結核検診も兼ねて受けられます。）注意治療中や経過観察中の方は対象外となります。
葛検診内容／胸部レントゲン間接撮影
葛自己負担料／①65歳以上の方無料 ②40～64歳の柴田町国民健康保険加入者 200円 ③上記以外の方 400円【肺がん検診（かくたん細胞診検査）】
葛対象／50歳以上で多量に喫煙されている方または40歳以上で最近6カ月以内に血の混じっているたんのあった方
葛検診内容／容器にたん（のどの粘膜）を3日間続けて採り、がん細胞の有無を検査します。容器は健康推進課、保健センター、槻木事務所のいずれかにご提出ください。
葛申込方法／結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）受診時に申し込みを受け付けます。
葛自己負担料／①75歳以上の方400円 ②柴田町国民健康保険加入者400円 ③上記以外の方800円【肝炎ウイルス検診】
葛対象／①40歳の方（対象となる方へは受診票送付済みです。）②41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方で受診を希望される方（電話でのお申し込みが必要です。）注意 受けたことがある方や治療中の方は対象外となります。
葛検診内容／問診、採血検査（Ｂ型：ＨＢｓ抗原検査、Ｃ型：ＨＣＶ抗体検査）
葛自己負担料／①40歳の方無料 ②41歳以上で受診を希望される方 700円【基本健康診査】
葛対象／40歳以上で、次のいずれかの条件に該当する方（電話でのお申し込みが必要です。）①健康保険証の資格取得年月日が平成24年4月2日以降の方 ②生活保護受給者
葛健診内容／①基本的な健診の項目／診察、計測（身体、血圧、腹囲）、検査（脂質、肝機能、ヘモグロビンＡ1ｃ、尿、腎機能）②詳細な健診の項目（医師が必要と認めた方）／検査（貧血、心電図、眼底）詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などを踏まえて医師が判断し実施します。前年度健診結果通知書をお持ちの方は当日お持ちください。
葛自己負担料／1,700円【対象外について】上記検診について、職場や医療機関などで受けた方（または受ける予定の方）は対象外となります。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。

葛日時／9月11日（火）13：00～14：00
葛場所／柴田町役場
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
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附属村田診療所では、毎週月曜日と金曜日の午後に東北大学皮膚科の専門医による診察を行っています。紹介状・予約は不要ですので、診察を希望される方は下記の受付時間内に受診して下さい。
葛診察日／月曜日、金曜日の午後※月曜日、金曜日が祝祭日の場合などは休診となります。
葛受付時間／13：00～16：30
葛診察時間／13：30～■問 みやぎ県南中核病院附属村田診療所☎83-2445

介護保険の運営を、町民の意見を反映しながら円滑で適正に行うため、介護保険運営委員会を設置しています。被保険者を代表する委員について募集します。
葛活動内容／学識経験者や介護サービス事業従事者などの構成委員とともに、介護保険の運営について、年間2回程度の委員会を開催し調査審議します。
葛応募資格／次の要件をすべて満たす保健福祉や介護保険に関心のある方○介護保険被保険者 ○柴田町に引き続き1年以上居住している方○柴田町の付属機関などの委員でない方 ○柴田町職員でない方
葛募集人数／第1号被保険者（65歳以上） 2人程度第2号被保険者（40歳～64歳） 2人程度
葛任期／平成24年10月から3年間
葛応募方法／福祉課および槻木事務所にある所定の応募用紙に必要事項を記入して、持参もしくは郵送にて福祉課長寿介護班まで提出してください。
葛選考方法／町の選考委員会にて応募書類により審査します。※結果については応募者に通知します。
葛募集期限／9月18日（火）■申■問 福祉課 ☎55-2159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

9月 4日㈫関根 朝成

生 活

9月11日㈫佐藤由美子

9月18日㈫近江 宣男

9月25日㈫飯渕 紀子

10月 2日㈫関根 朝成

10月 9日㈫佐藤由美子■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（1階）10：00〜15：00

相 談 日担当相談委員相談区分

9月 5日㈬渡邊みち子

人 権

9月12日㈬木島 基子

9月19日㈬桂川 クメ

9月26日㈬大友 勝彦

10月10日㈬木島 基子

9月26日㈬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（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 町民環境課 ☎55-2113

葛雇用期間／平成24年10月1日～平成25年3月31日
葛申込期間／9月3日（月）～14日（金）
葛受付時間／8：30～17：15 ※土・日曜日を除く
葛申込方法／受付場所 教育総務課（役場3階）提出書類 ○市販の履歴書 ○健康診断書
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 教育総務課 ☎55-2134法務局では、相続や土地を購入した場合の登記手続きのほか、会社の登記手続、戸籍や国籍に関する相談、供託に関する相談、仮設住宅でのトラブルなど人権の擁護に関する相談などに応じるために、休日相談所を開設します。相談には、法務局職員、公証人、人権擁護委員、司法書士および土地家屋調査士が応じます。
葛日時／9月23日（日）10：00～15：00 葛場所／イオン船岡店※当日は電話でも相談を受け付けます。☎0120-227-746（フリーダイヤル）※相談は無料で、予約は不要です。また、秘密は固く守られます。■問 仙台法務局民事行政調査官室 ☎022(225)5720

みやぎ県南中核病院附属

村田診療所からの

お知らせ

柴田町介護保険運営委員を募集します

「臨時事務補助員」（緊急雇用創出事業）および

「臨時特別支援教育支援員」を募集します臨時特別支援教育支援員臨時事務補助員職 種 1人1人募集人数 学習支援事務全般（パソコン使用）職務内容 町内小学校教育総務課（役場3階）勤 務 先 65歳未満で教員免許を有する方65歳未満の方募集対象 ・月曜日～金曜日8：15～15：00（月116時間以内）・賃金 時給1,000円・雇用保険に加入・月曜日～金曜日8：30～17：15・賃金 日額5,813円（時給750円）・社会保険および雇用保険に加入勤務条件

相 談 日相談区分

毎週㈪㈫㈭家庭児童
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予約センターへの予約やお問い合わせの際に、間違い電話が多数発生しております。電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。■問 予約センター ☎55-3001

国民年金の保険料免除期間には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。これらの免除期間は、老齢・障害・遺族の各基礎年金について、年金を受けるための資格期間をみる場合、保険料を納めた期間と同じとみなされます。また、学生納付特例と若年者納付猶予によって保険料の納付の全額が猶予された期間は、資格期間には反映されても、老齢基礎年金の年金額に反映されません。◆10年以内に追納をこれらの保険料免除期間や納付を猶予された期間については、経済的にゆとりができたときに、10年以内であれば保険料を追納して満額の老齢基礎年金に近づけることができます。追納できる期間の順序は、原則として先に経過した月から順次納めなければなりませんが、学生納付特例期間または若年者納付猶予期間よりも前に保険料免除期間がある場合には、どちらを優先して納めるかを本人が選択することができます。学生納付特例期間と若年者納付猶予期間とは同順位とされています。追納する保険料額は、保険料の免除や猶予された当時のそれぞれの保険料月額に経過期間に応じて決められた額が加算されます。保険料を追納するための納付書の発行には申込みが必要ですので、お近くの年金事務所の窓口にお問い合わせください。■問 大河原年金事務所 ☎51-3113 健康推進課 ☎55-2114

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／9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）
葛日時／9月11日（火）、25日（火）13：00～15：00
葛場所／ 県仙南保健所※電話での相談は随時行っています。■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

陸上自衛隊船岡駐屯地では、地震および大雨などの災害により、白石川に架かる橋が通行不能の非常事態に陥った場合を想定し、河川の簡単な計測を行うことになりました。
葛期間／9月10日（月）～26日（水）
葛場所／阿武隈川合流点から柴田大橋付近までの区間4カ所■問 陸上自衛隊船岡駐屯地司令職務室☎55-2301（内線）212・213「救急の日」は、救急業務および救急医療に対して皆さんの理解と認識を深めていただくとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に設けられています。症状が軽い場合でも、安易に救急車を利用したり、時間外に救急医療機関を受診すると、重症の傷病者の救命を使命とする救急車や救急医療機関が、軽症者への対応で救命活動や救命医療に支障をきたす恐れが出てきます。みなさんの適切な利用をお願いします。なお、お子さんの急な発熱やケガなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子を見てもだいじょうぶなのか迷った時には「宮城県こども休日夜間安心コール」までご相談ください。 ○お知らせ版毎月1日発行の最終ページ下部に連絡先を記載しています。■問 健康推進課 ☎55-2160仙台法務局および宮城県人権擁護委員連合会では、9月10日（月）から16日（日）までの7日間、全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施します。高齢者や障害者に対する暴力・虐待や家族間での問題など、さまざまな人権問題について、人権擁護委員が電話相談に応じます。

葛電話番号／0570-003-110（ナビダイヤル）
葛日時／○9月10日（月）～14日（金） 8：30～19：00○9月15日（土）～16日（日） 10：00～17：00※相談は無料で、予約は不要です。また、秘密は固く守られます。■問 仙台法務局人権擁護部 ☎022(225)5743

免除された保険料を追納すると、

満額の年金額に近づけることができます

デマンドタクシー「はなみちゃんＧＯ」
ゴー

電話番号のお掛け間違い

にご注意ください
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○赤い羽根チャリティバザー用品のご寄附のお願い11月4日（日）に開催する「福祉まつり」の特設コーナーで「赤い羽根チャリティバザー」を行います。バザーによる収益金は、柴田町共同募金委員会で運動している「赤い羽根共同募金」に寄附いたします。このバザー用品の提供について、皆さまのご協力をお願いします。
葛受付期限／10月25日（木）
葛受付場所／柴田町社会福祉協議会（柴田町地域福祉センター）槻木ケアステーション（県営柴田槻木住宅内 ℡56-4488）
○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するひろばです。時間内の出入りは自由です。
「きらら」

葛日時／9月14日（金）・28日（金）10：00～12：00
葛場所／地域福祉センター 葛参加費／無料※28日はあかちゃんマッサージが体験できます。対象児は、生後6カ月から1歳未満までです。バスタオルとオムツを持参のうえ、当日、申し込みください。時間内に体験できる人数は限られますので、体験は申し込み順とさせていただきます。

「みるく」

葛日時／9月21日（金）10：00～11：45 ※当日は「しばたおもちゃ病院」がオープンします。
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

○サロンコンサート地域で活躍しているボランティアさんが、素敵な音楽などを披露してくださいます。ぜひ地域福祉センターに見にきてください。
葛日時／9月4日（火）1：30～2：00 葛場所／地域福祉センター（船岡字中島68）
葛内容／コーラスひまわり 葛参加費／無料※毎月第1火曜日の午後毎回たのしい企画をしております。

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／10月20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／月～金曜日9：00～17：00※土・日曜日、祝日を除く
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 ☎022(211)2623

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？」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・保健師が個別で相談に応じます。
葛開催日／9月14日（金）
葛場所／船迫生涯学習センター
葛相談時間／一人あたり45分程度①9：30～ ②10：30～ ③13：00～④14：00～ ⑤15：00～お申し込みの際、希望の時間をお話しください。
葛対象／平成24年度特定健康診査を受けた40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／9月10日（月）■申■問 健康推進課 ☎55-2160 町では高齢者の肺炎球菌による罹患や重症化予防のため、ワクチン接種を希望する方に接種費用の一部を助成します。高齢者肺炎球菌ワクチン接種は、予防接種法に基づかない「任意接種」であり、本人の希望により接種を受けるものです。対象となる方で希望される方は申し込みください。

葛接種期限／9月29日（土）
葛実施医療機関／乾医院、太田内科、大沼胃腸科外科婦人科医院、佐藤内科クリニック、しばた協同クリニック、仙南クリニック、高沢外科・胃腸科、玉渕医院、船岡今野病院、ふなばさま医院、宮上クリニック、村川医院、毛利産婦人科医院、やすだ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック
葛接種方法／健康推進課へ申し込みください。申し込まれた方へ予診票などをお渡しします。その後、実施医療機関に電話などで予約し接種してください。
葛助成対象／70歳節目の方（昭和17年4月2日～昭和18年4月1日生）で過去に接種した事がない方、71歳以上で過去に接種した事がない方※平成25年度からは、70歳節目接種となります。71歳以上の方は今回のみの対象となります。
葛自己負担料／3,500円（接種費用7,500円のうち4,000円を公費助成します）
葛持ち物／健康保険証や介護保険証など（本人確認ができるもの）、予診票、印鑑
葛申込期限／9月14日（金）■申■問 健康推進課 ☎55-2160

県営住宅の9月定期募集に係る募集案内を配布いたします。
葛配布期間／9月3日（月）～12日（水）
葛配布場所／都市建設課（役場2階）、槻木事務所■申■問 宮城県住宅供給公社☎022（224）0014

県営住宅入居者募集

案内の配布
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7月1日から家庭ごみの有料化がスタートし、新しい指定ごみ袋で出すことになりました。ただし、資源ごみを出す場合には、経過措置として今年の10月31日までは旧指定ごみ袋を使用できます。11月1日以降に資源ごみを出す場合には、新しい資源ごみ袋で集積所に出していただきますようお願いいたします。
平成25年度から、新たに固定資産税および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したもの）の調査を実施しております。調査員が伺いますので、ご協力をお願いいたします。また、ご希望の調査日がありましたら税務課までご連絡ください。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いたします。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・槻木事務所にあります。■問 税務課 ☎55-2116

宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合

もやせるごみ減量のため、生ごみを堆肥化する「生ごみ処理容器」購入に補助金を交付します。容器の購入をお考えの方は、購入前に問い合わせください。また、申請時には見積書、カタログ、印鑑をお持ちください。
葛交付条件／町内に住所を有する個人で町税の滞納がないこと
葛補助額／○ＥＭ式生ごみ堆肥化容器購入金額（税抜）の2分の1以内で上限3,000円○電気式生ごみ処理機購入金額（税抜）の3分の1以内で上限20,000円

一人一人が掛け替えのない大切な人です。誰かに話をすることで、気持ちが軽くなることもあります。一人で悩まず相談しましょう。①仙台いのちの電話
葛日時／年中無休 24時間受付 ☎022-718-4343＊毎月10日はフリーダイヤル相談 ☎120-738-556 葛受付時間／8：00～翌朝8：00②こころの相談電話ホットライン
葛日時／月～金曜日9：00～17：00 ☎0229-23-0302③県仙南保健福祉事務所（母子・障害班）
葛日時／月～金曜日8：30～17：00 ☎53-3132④健康推進課（保健班）
葛日時／月～金曜日8：30～17：00 ☎55-2160
■問 健康推進課 ☎55-2160 震災により発生したごみで、仙南リサイクルセンターで処理できない、廃瓦、ブロック類（基礎部分を除く）の自主持ち込みの追加受け付けを行います。持ち込めるものは、地震によって破損したものだけです。

葛日時／9月10日（月）～12日（水）9：00～15：00
葛場所／柴田町総合運動場駐車場
■申■問 町民環境課 ☎55-2113

葛職種および採用予定人数／上級（大学卒程度）行政職 1人※関係団体の従事もあります。
葛採用予定日／平成25年4月1日
葛受験資格／昭和57年4月2日～平成3年4月1日までに生まれた方
葛第1次試験日程／10月14日（日） 葛試験内容／教養試験、適性検査
葛試験会場／宮城県自治会館（仙台市青葉区上杉1丁目2-3）
葛申込方法／申込書は組合にあります。郵便で請求する場合、封筒の表に「職員採用試験受験申込書請求」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を必ず同封してください。
葛申込期間／9月5日（水）～20日（木）※郵送の場合は締切日必着■申■問 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合（宮城県町村会内）〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目2-3 ☎022(221)9201

家屋調査（新築・増築）にご協力ください

建物を取り壊した場合はご連絡を

あなたにもできる自殺予防のための行動＜気づき＞家族や仲間の変化に気づいて、声をかける。 ＜傾聴＞本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。 ＜つなぎ＞早めに専門家に相談するよう促す。 ＜見守り＞温かく寄り添いながら、じっくりと見守る。

資源ごみを柴田町旧指定袋で

集積所に出せるのは

10月31日までです

もやせるごみを減量しよう！

生ごみ処理容器購入に

補助金が出ます

震災ごみの
（廃瓦・ブロック類）

追加受け付けを行います
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離職された方の早期再就職に向けた職業訓練を実施します。
葛訓練期間／11月1日（木）～平成25年4月26日（金）
葛場所／ポリテクセンター宮城名取実習場
葛内容／CAD・NC加工技術、溶接施工
葛募集人数／各15人
葛受講料／無料（テキスト代自己負担）
葛申込方法／大河原公共職業安定所にて申し込み。
葛申込期間／9月3日（月）～25日（火）■問 ポリテクセンター宮城名取実習場訓練課 ☎022(784)2820

住宅の省エネ改修工事平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
葛対象となる工事／次の①～④までの工事のうち①を含む工事で、現行の省エネ基準を満たす改修工事であり、費用が一戸あたり30万円以上であること①窓の改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化など） ②床の断熱改修工事 ③天井の断熱改修工事 ④壁の断熱改修工事
葛減額される期間と範囲／工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸あたり120㎡相当分までの税額3分の1が減額されます。
葛申告の方法／改修後、3カ月以内に次の書類を添えて税務課に申告書を提出してください。○省エネ改修に要した費用を証する書類○建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による現行の省エネ基準に適合した工事である証明書住宅耐震改修昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
葛対象となる工事／平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、現行耐震基準に適合させるように耐震改修を施し、費用が一戸当たり30万円以上であること。
葛減額される期間と範囲／工事が完了した時期により翌年度分から最大2年間、一戸当たり120㎡相当分までの税額2分の1が減額されます。
葛申告の方法／改修後、3カ月以内に次の書類を添えて税務課に申告書を提出してください。○耐震改修に要した費用を証する書類○現行の耐震基準に適合した工事である地方公共団体、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した証明書バリアフリー改修65歳以上の方などが居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
葛減額される住宅／平成19年1月1日以前に建てられた住宅（賃貸住宅を除く）で、次のいずれかの方が居住していること。①65歳以上の方 ②介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方 ③障害者の方
葛対象となる工事／次の工事で、補助金などを除く自己負担が30万円以上であること。①廊下の拡幅 ②階段の勾配緩和 ③浴室の改良 ④トイレの改良 ⑤手すりの設置 ⑥床の段差解消 ⑦引き戸への取替え⑧床表面の滑り止め化
葛減額される期間と範囲／工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり100㎡相当分までの税額3分の1が減額されます。
葛申告の方法／改修後、3カ月以内に次の書類を添えて税務課に申告書を提出してください。○納税義務者の住民票の写し ○改修に要した費用を証する書類 ○改修工事の明細書 ○改修工事個所の写真○居住要件の区分に応じた書類・65歳以上の方は住民票の写し ・要介護認定、要支援認定者の方は介護保険証の写し ・障害者の方は障害者手帳の写し■問 税務課 ☎55-2116 公用車として使用していた車両の公売を行います。入札への参加を希望する方は、事前に申し込みが必要です。入札についての詳しい内容および車両については、町のホームページでご覧いただけます。

葛申込方法／財政課に申込用紙があります。※詳しくはお問い合わせください。
葛申込期間／9月4日（火）～14日（金）
葛入札日時／9月25日（火）10：00 葛入札会場／役場庁舎3階大会議室
葛入札方法／条件付一般競争入札
葛入札参加資格／町内在住の個人または町内に本社、支店などを置く業者
葛入札物件／1台
■申■問 財政課 ☎55-2278

公共職業訓練受講生募集

予定価格（税抜き）車検満了日走行距離排気量初度登録車両名 50,000円平成24年10月28日182,133㎞2.99Ｌ平成5年10月トヨタクラウン
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【測定場所】定点測定地：（駐車場など屋外） 学校施設および児童福祉施設：（校庭または園庭） 公園：（広場）【測定位置】定点測定地・中学校（地表から100㎝）、小学校・幼稚園・児童福祉施設・公園（地表から50㎝）

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：8月21日（火）】 測定値測定値測定値 0.08槻木生涯学習センター0.08船岡生涯学習センター0.09柴田町役場 0.09西住公民館0.10農村環境改善センター0.08船迫生涯学習センター ※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：8月22日（水）】 測定値測定値測定値 0.13西住小学校0.15船迫小学校0.13船岡小学校 0.07柴田小学校0.13槻木小学校0.17東船岡小学校 0.11槻木中学校0.17船迫中学校0.12船岡中学校 0.07たんぽぽ幼稚園0.15浄心幼稚園0.09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：8月23日（木）】 測定値測定値測定値 0.19西船迫保育所0.15槻木保育所0.09船岡保育所 0.21西住児童館0.18三名生児童館0.13柴田児童館 ※毎週1回測定。0.13むつみ学園0.19船迫児童館 （単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：8月20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 0.11船岡城址公園0.20舘前緑地0.20下名生児童遊園 ※毎週1回測定。（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：8月20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（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8月16日なす（露地） ※検査は宮城県農林水産部
◎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

町では、空間放射線量が0.20μSv/hを超える、児童福祉施設等の除染作業を行ってきました。これまで作業を実施した施設の除染前後の空間放射線量をお知らせします。 今後の除染予定施設【児童福祉施設】西船迫保育所、船迫児童館、西住児童館【公園】下名生児童遊園、剣崎公園、舘前緑地※今後、小中学校に拡大し、部分的に0.20μSv/hを超える敷地の除染を予定しています。（単位：μSv/h）施設の除染実施状況 実施期間除染後除染前 5月25日～6月1日0.100.27並松公園 6月5日～6月20日0.090.22第一幼稚園 7月19日～8月2日0.080.21船岡保育所
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受付時間担当医師（変更あり）対 象 者事 業 内 容月 日 9：15～ 9：45平成23年9月生まれの方1歳お誕生相談（計測、栄養、歯みがきなど）9/3㈪ 9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付5㈬ 12：45～13：15中井先生、大友先生平成23年2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乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）11㈫ 9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付12㈬ 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乾先生平成22年5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、和野先生平成21年3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24年4月生まれの方4か月児健康診査20㈭ 9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付26㈬ 9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付10/3㈬ 9：15～ 9：45平成23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）4㈭ 12：45～13：15中井先生、佐藤（郁）先生平成23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、タオル5㈮ 9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付10㈬ 12：45～13：15佐藤（俊）先生3か月児から5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）※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 仙台調剤大河原西店大河原 ☎51-4011仙台調剤大河原店大河原 ☎51-4040菊池歯科医院船 岡 ☎57-2950みやぎ県南中核病院大河原 ☎51-5500さくら小児科大河原 ☎51-53559/2㈰ アイランド薬局大河原 ☎53-4189やすらぎ調剤薬局村 田 ☎83-6890大河原歯科医院大河原 ☎52-2250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 ☎83-60619㈰ アイン薬局村田店村 田 ☎82-1682こや歯科医院船 岡 ☎54-5005善積医院村 田 ☎83-2172中核病院村田診療所村 田 ☎83-244516㈰ 銀座薬局船 岡 ☎54-2201もみの木薬局船 岡 ☎54-3837さくら歯科大河原 ☎52-3900毛利産婦人科医院船 岡 ☎55-3509村川医院船 岡 ☎54-231617㈪ 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おたべ歯科クリニック槻 木 ☎56-1853かわち医院大河原 ☎52-3115甘糟医院大河原 ☎53-146022㈯ ひまわり薬局船 岡 ☎87-8430槻木中央薬局槻 木 ☎56-3169吉田歯科医院村 田 ☎83-2061永沼整形外科船 岡 ☎54-2244玉渕医院槻 木 ☎56-101223㈰ さとう調剤薬局大河原 ☎51-4431トミザワ薬局船迫店船 岡 ☎58-1211よしだ歯科医院船 岡 ☎57-1918庄司クリニック大河原 ☎51-3741ふなばさま医院船 岡 ☎58-222030㈰ ペガサス薬局大河原 ☎87-6097銀座薬局船 岡 ☎54-2201和野歯科医院船 岡 ☎55-5126さくらの杜診療所大河原 ☎51-4625町南診療所村 田 ☎83-550310/7㈰ 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あいはら歯科医院大河原 ☎53-8138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 ☎57-23108㈪ すずらん薬局船 岡 ☎57-1322仙台調剤大河原店大河原 ☎51-4040安藤歯科医院大河原 ☎53-2348船岡今野病院船 岡 ☎54-1034さくら内科消化器科大河原 ☎53-515114㈰ 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…

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

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。
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