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お知らせ版
平成23年5月1日

広報しばた・お知らせ版・第674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/

　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 26日（木）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24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

�日時／ 5月 19日（木）
　　　　 9：45～ 11：30

�場所／西住公民館
�対象学区／西住小学校区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※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。

■問  柴田町子育て支援センター
　� 54-4040

　子ども手当は、法律施行に基づき、平

成23年4月から9月までの6カ月間、引

き続き支給されることになりました。な

お、平成23年 10月以降については、決

まり次第、お知らせします。

�支給金額／1人につき月額13,000円
�支給対象／ 0歳から中学校卒業まで
※0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで

�支給月／
　平成23年6月（平成23年2月分～5月分）

　平成23年10月（平成23年6月分～9月分）

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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

子ども手当の支給について
移動なかよし広場

～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

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

　東日本大震災において被災された方に

対して、町税減免制度がありますので、

その概要についてお知らせします。

【町民税・国民健康保険税】
　り災証明で住宅に半壊以上の損害が

あった場合など、申請に基づき町民税、

国民健康保険税が減免となる場合があり

ます。

【固定資産税】
　柴田町に固定資産（土地・家屋・償却

資産）を所有している方で、震災により

著しい被害を受けられた方は、申請に基

づき固定資産税が減免となる場合があり

ます。
※震災の被害で多くを占めている家屋の屋根
　の一部破損（棟瓦の崩落など）については、
　減免の対象とはなりません。

�必要なもの／減免申請書（申請書は税
　務課にあります）、り災証明書または

　被災証明書（総務課で発行）、領収書の

　写しなど

�申請期限／ 8月 31日（水）

■問  税務課　� 55-2116

　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、

ブロック類の自主持ち込みの追加受け付

けを行います。
※受け付けできるものは、地震によって破損
　したものだけになります。

�受付日時／5月11日（水）～15日（日）
　9：00～ 15：00

�受付場所／柴田町総合運動場駐車場
　（柴田球場）

�受付品目／廃瓦とブロック類のみ

■問  町民環境課　� 55-2113

震災などによる
町税の減免

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の
追加受け付けを行います



お知らせ版●2 第 674号

　平成22年度の「ふるさと柴田応援寄附金」は、4件 80,000 円のご寄附をいただ

きました。

【ふるさと柴田応援寄附金とは】

　ふるさと柴田応援寄附金（ふるさと納税）とは、出身地や自分とかかわりが深い地

域を応援したいという思いを、寄附というかたちで表していただくものです（5,000

円を超える寄附を行った場合、一定の限度まで所得税・住民税の控除が受けられます）。

　町では、寄附金を次の事業に充て「ふるさと柴田」を元気で魅力あるふるさとにし

ていきたいと考えております。皆さまからの寄附による応援をお待ちしております。

■寄附の対象

○桜のまちづくりに関する事業　○教育に関する事業　○福祉に関する事業

○まちづくり（地域づくり）に関する事業

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

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（卓球・バドミントンに限ります）。

槻木体育館
5 月 1 日（日） 9:00～16:00

5 月15 日（日） 9:00～16:00

入間田テニスコート
5 月 8 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

   体育館・野外運動場調整会議 
日時／5月17日（火） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／5月19日（木） 19:00～
場所／船岡公民館
※学校体育施設については、東日本
　大震災の影響により開放できない
　施設があります。

6
月
分

　■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10日（火）関根　朝成

生　　活
5月17日（火）佐藤由美子

5月24日（火）近江　宣男

5月31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（1階）
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

5月11日（水）桂川　クメ

人　　権 5月18日（水）大友　勝彦

5月25日（水）佐久間捷哉

5月25日（水）星　マサ子行　　政

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（火）（水）（金）日下　信子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113
　男の料理ならではの、ぱっとできる簡単料理（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。初

めての方大歓迎です。みんなでワイワイ言いながら料理すると楽しいですよ。

�日時／ 5月 28日（土）9：30～　※毎月第4土曜日実施

�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

�対象／町内外問わずどなたでも　　　�募集人数／10人　　　�参加費／実費

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　食生活改善推進員の養成講座として、ふれあい教室を開催します。皆さんの参加を

お待ちしています。

�日程／ 5月 20日（金）、6月 22日（水）、7月 27日（水）、9月 28日（水）、10月

　26日（水）、11月 25日（金）、12月 16日（金）、平成24年 1月 13日（金）、2月

　24日（金）、3月 16日（金）

�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4,000円）

�申込期限／5月 16日（月）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

ふれあい教室生募集

男の厨房愛好会

寄附の使い道寄附金額寄附者

まちづくり（地域づくり）に関する事業20,000 円
岩島のり子

（京都府宇治市）

桜のまちづくりに関する事業・福祉に関する事業20,000 円
櫻井　　弘

（千葉県千葉市）

桜のまちづくりに関する事業30,000 円
菅野　正行

（宮城県白石市）

桜のまちづくりに関する事業10,000 円匿　　名



お知らせ版 ●3第 674号

　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23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 16日（月）

■申 ■問  健康推進課
　� 55-2160

　自由にふらっと気軽に遊びにくる“屋

根のある公園”です（予約は要りません）。

気軽にお出掛けください。10日はおも

ちゃ病院も開院します。参加は無料です。

�日時／ 5月 10日、17日、24日、31

　日の火曜日　10：00～ 11：45

�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

�持ち物／おてふき、飲み物など

■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるり
　ん　� 080-4178-9374

　平成23年度の国民年金保険料は、前年度より80円引き下げられた月額15,020

円となります。毎月の保険料は、日本年金機構から毎年4月の上旬に送られてくる1

年分の「納付書」によって、翌月の末日までに納めます。なお、保険料は納付期限か

ら2年を過ぎると納められなくなりますのでご注意ください。

　納付の窓口は、金融機関（ゆうちょ銀行を含む）、またはコンビニエンスストアと

なっています。また、ほとんどの金融機関で口座振替もできます（年金事務所でも口

座振替のお申し込み（郵送も可）ができます）。

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

  にこにこマンマ離乳食

国民年金保険料が変わります！
～平成23年度の保険料は月額15,020円～

　4月 15日発行のお知らせ版（3ページ）、震災寄附金にご協力いた

だいた方のお名前に誤りがありました。お詫びし訂正いたします。

　誤）福島和也　　　正）福島和世

　家庭菜園で役立つ「やさいづくり教室」

を開講いたします。

�期間／5月～9月の土・日曜日（全5回）

�場所／柴田町太陽の村研修室

�内容／元宮城県野菜専門栽培員を講師

　として、各種やさいの栽培前講習と肥

　培管理講習

�募集人数／ 50人程度

�参加費／ 1,500 円（テキストおよび資

　料代）
※前年度受講された方は同じテキストを使用

�申込期限／ 5月 10日（火）

■申 ■問  柴田町観光物産協会  � 56-3970

　柴田町内在住の宮城県教育文化功

労賞受賞者、及川茂氏の彫刻と、宮城

県芸術協会賞受賞者、及川聡子氏の

日本画を展示紹介します。

�開催期間／ 5月 29日（日）まで

�開館時間／9：00～ 16：30
　

開館当初より有料でした観覧料が、4

月 1日より無料となりました。皆さ

んの観覧をお待ちしています。

お詫びと
訂正

　　　太陽の村グリーン・ツーリズム

農家でない人のための
「やさいづくり教室」の開講桜の中の美術祭　

  及川茂・聡子 父娘 展
お や こ

資料展示館思源閣の
観覧料について



お知らせ版●4 第 674号

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997
開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象など教室名・会場

第 2木曜日
9：30～ 11：30

6月～ 11月
（6回）

運営費1,000 円
移動研修費実費

生涯学習のきっかけをつくり、高齢者が
生きがいを持って潤いのある生活を送
ることを目指し、一緒に学ぶ仲間ととも
に、講話や社会見学、体験実習などを学
習します。

65歳以上
50人

豊齢者教室
　槻木生涯学習センター

木曜日
13：30～ 15：30

5月～ 3月必要経費は実費
「健康で豊かな生活を送るために」を
テーマに、気軽に始められる社交ダンス
を学びます。

60歳以上
20人

シルバーダンス教室
　槻木生涯学習センター

金曜日
9：30～ 12：00

5 月～ 9月
（4回）

材料費実費
ご家庭の庭木の剪定技術やガーデニン
グを実習します。庭師の技を身につけ
て、ご自宅の景観を良くしましょう。

町民
20人

我が家の庭づくり講座
　農村環境改善センター

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

6月～ 12月
（5回）

材料費実費

物づくりや料理など、20代・30代で覚
えておきたいことを実技や講義で学習
します。
◇物づくり◇料理◇健康づくりなど

町民
10人

20 代・30代でやって
おきたい講座
　槻木生涯学習センター

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

8月～ 10月
（各センター
1回ずつ）

無料

普段ご家庭で孫の面倒を見ているおじ
いちゃん、おばあちゃんが楽しい遊びな
どを通して孫との触れ合いを深める機
会を設けます。

未就学児と
その祖父母

孫と遊ぼうふれあい教室
　槻木生涯学習センター
　農村環境改善センター

第 4水曜日
9：30～ 12：00

6月～ 11月
（4回）

材料費実費
家庭生活において実際に役立つ「技」を
身につけます。
◇網戸の張替え◇障子貼りなど

町民
15人

とうちゃん・かあちゃんの
技磨き
　槻木生涯学習センター

第 3金曜日
9：30～ 12：00

6月～ 9月
（4回）

材料費実費
絵手紙、コサージュ、バルーンアートな
ど、デザインを考え、手を使うさまざま
な創作活動をします。

町民
20人

癒しの創作教室
　槻木生涯学習センター

金曜日
15：00～ 17：00

5月～ 9月
（12回）

13,000 円
（大人）
12,000 円
（小学生）

初心者を対象に、日本古来の書について
学びます。

小学生以上
30人

書道教室
　農村環境改善センター

　お申し込みは、各施設へ直接または電話でお願いします。その際には、

住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。

■申込期間／ 5 月 6 日（金）～ 14 日（土）　9：00～ 17：00　
※日曜日、月曜日は受け付けできません。
※定員になり次第締め切ります。事情により内容などが変更となる場合があります。
※単発の事業については、その都度お知らせ版で募集します。
※下半期（10月～ 3月）の事業については、後日、お知らせ版でお知らせします。

No.1



お知らせ版 ●5第 674号

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520
開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象など教室名・会場

第 3水曜日
9：00～ 11：30
中間管理（施肥、
雑草取り）作業は
別日程になります

6月～ 11月
（6回）

材料費実費

土づくり、野菜の植え方、管理の仕方を
学習し、成長や収穫の楽しさや喜びを実
感しながら収穫した野菜や地元の食材
などで調理し、食の安全安心、郷土の料
理を学びます。

町民
10人

育てておいしく食べる
野菜づくり
　船岡生涯学習センター

月 1回
（日曜日の予定）
詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

6月～ 12月
（7回）

材料費実費

独身の男女を対象に将来設計について
の話を聞いたり、ボウリングや芋煮会な
どで交流を深めたりと、さまざまな分野
について体験し学習します。

30歳代～ 40
歳代で町内在
住の独身者男
女各 10人　

出会い・ふれ愛教室
　船岡生涯学習センター

第 1木曜日
9：30～ 11：30

7 月～ 1月
（7回）

必要経費は実費

団塊世代の方が健康で潤いのある豊か
な生活を送るための講話・実技などを通
して、趣味の世界を広げ学習した技術や
知識を生かして「地域デビュー」をして
みませんか。

成人
30人

団塊世代の元気塾
　船岡生涯学習センター

第 2木曜日
13：30～ 15：00

6 月～ 1月
（7回）

運営費500円
移動研修費実費

「健康で生きがいのある豊かな生活を
送るために」を学習テーマに講話や軽運
動、社会見学交流会など毎回楽しく学習
します。

65歳以上
60人

「いきいき教室」
　船岡生涯学習センター

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

夏休み期間中
（1回）

材料費実費
自然体験をするための道具や遊具を手
作りし、創作の楽しさを体験し、地域の
自然に触れ合ってみませんか。

小学生と保護者
10人

自然体験チャレンジ
工作
　船岡生涯学習センター

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

6月～ 10月の
期間中に 2回を
予定　　　　　

無料

子どもたちが、多くの本に出会うための
きっかけ作りと親子の絆を深めるため
に「絵本の読み聞かせ」を通して交流し
ます。

小学生と保護者
10人

親と子のスキンシップ
　会場は未定

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

8月～ 9月の
期間中に 2回を
予定　　　　　

材料費実費

昔、地域でやっていた生活方法や遊びな
どを体験し、地域の自然に触れながら自
然の素晴らしさ、大切さを実感してみま
せんか。

小学生と保護者
10人

親と子の自然体験塾
　船岡生涯学習センター

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

9月～ 11月の
期間中に 1回を
予定　　　　　

材料費実費

地域の自然や歴史、町のいいところを再
発見するために自らの足で探訪し、みん
なで協力して楽しい地域の地図を作り
ます。

小学生と保護者
10組

自然体験
「地域の歴史探訪�」
　会場は未定

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

9月
（1回）

材料費実費

「敬老の日」におじいさん、おばあさん
に日ごろの感謝を込めて「手作りお菓子
とメッセージ」をプレゼントしてみませ
んか。

小学2年生
   ～ 4年生
10人

敬老の日のための
「キッズクッキング」
　船岡生涯学習センター

開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象など教室名・会場

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

7月～ 8月
（4回）

材料費実費
物づくりや、天文台・ロケットセンター
見学など、子どもたちの想像力を豊かな
ものにする体験・実習をします。

小学生子どもなんでも体験塾
　槻木生涯学習センター

火曜日
9：30～ 12：00

6月～ 12月無料
健康で元気な生活が楽しめる場を提供
するとともに軽スポーツなどを実技体
験します。

柴小地区
65歳以上

お茶のまねすか（実技体験）
　農村環境改善センター

No.2
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■申 ■問  しばたの郷土館　� 55-0707

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象など教室名・会場

木曜日
9：30～ 12：00

6月～ 10月
（8回）

3,000 円
追加材料費実費

古代のアクセサリー「トンボ玉」づくり
を学習します。

町民
10人

トンボ玉づくり体験学習
　しばたの郷土館

木曜日
14：00～ 16：00

6月～ 3月
（月 1回）

無料古文書を使い、解読技術を学びます。
町民
5人

古文書解読ボランティア
養成講座
　しばたの郷土館

金曜日
9：30～ 12：00

6 月～ 7月
（8回）

材料費
2,000 円

拓本の採集方法や道具の作り方を学習
します。

町民
5人

拓本づくり体験学習
　しばたの郷土館

毎月第 2土曜日
13：30～ 16：00

6 月～ 3月無料
「古文書なんて読めない！」とお思いのあな
た。でもじっくり見ると読めるものです。自
分の目で新しい歴史を見つけてみませんか。

町民
5人

古文書に親しむ
　槻木生涯学習センター

開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象など教室名・会場

第 4水曜日
9：30～ 11：30

6月～ 3月
（10回）

運営費1,000 円
移動研修費実費

心身の向上を図り健康で生きがいのある明る
い生活を送ることをテーマに、地域の仲間と
ともに、健康・交通安全・生活安全に関する
講話や社会見学、歌唱、コンサートといった
体験学習を毎回楽しく行います。

65歳以上
100人

高齢者教室（豊齢者教室）
　船迫生涯学習センター

毎週金曜日
15：30～ 17：00

6月～ 3月
（30回）

保険料 650円

放課後、家でひとり遊びをしている子どもた
ちに、安全で楽しい活動場所を設け、異年齢
の集団での遊びを体験しながら社会性、協調
性を育てていきます。
（協力：仙台大学レクリエーション部）

児童クラブに
登録していな
い船迫小学校
区の小学生
20人　　　  

子ども広場
　船迫生涯学習センター

第 1・第 3土曜日
14：00～ 16：00
（13：00～ 15：00）

6月～ 11月
（10回）

無料
（資料代実費）

「From Me to You」「All My Loving」な
ど団塊の世代ばかりではなく、世代を越えて
愛唱されているビートルズメロディー。そん
な曲をみんなで、それも英語で歌ってみませ
んか。講師は仙台で活動するコピーバンド
「ザ・ビーンズ」のメンバーです。
｢ビートルズが好きで興味のある皆さん」、気
軽に参加してみましょう。

町民
20人

「ビートルズ」メロディーを
歌おう
　船迫生涯学習センター

第 1・第 3土曜日
10：00～ 11：30

6 月～ 10月
（10回）

無料

年齢や性別、楽器演奏の経験も関係なくだ
れでも楽しめる口笛。演奏は酸素をたっ
ぷり吸い込む複式呼吸で心肺機能を優し
く向上させ、また、口笛を吹けば顔の筋肉
も鍛えられ、しわやたるみ予防にも繋がり
ます。心安らぐ音色、のんびりしたペース。
そんな気楽なイメージで口笛を吹いてみ
ませんか。
（講師：口笛奏者　磯木恒憲 氏）

町民
20人

誰でもふける口笛教室
　船迫生涯学習センター

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

7月 17日 ･18 日
（1泊 2日）

2,500 円

自然に囲まれた中で仲間たちと協力して生活
し、目いっぱい遊ぶ。夜はこぼれてきそうな
星空を眺めながらキャンプファイヤー。いろ
いろなことにチャレンジしながら仲間を思い
やる心を身につけていきます。

小学 4年生
50人

夏休み自然体験キャンプ
　船迫生涯学習センター

詳細は後日のお知
らせ版に掲載　　

7月・8月
（午前、午後上映）

無料

暗やみのホールで映画館のような大型スク
リーンや迫力ある音響を味わい、周囲の人と
一体感を得ることを体験しながら、子どもた
ちの情操を育むため上映します。

幼児・児童
（保護者）

夏休みこども映画会
　船迫生涯学習センター
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　今年度も多彩なメニューを用意しておりますので、ぜひご利用ください。平成22年度は、延べ72団体、2,636人の皆さまに

ご利用いただきました。

�日時／祝日・年末年始を除く、平日および土・日曜日の9：00～ 21：00の時間帯で1講座あたり2時間以内とします。

�場所／会場は町内とします。お申し込み団体でご用意ください。

�対象／町内に在住、在勤または在学する10人以上の方で構成された団体、グループなどです。

�受講料／講師料、教材費は原則として無料です。ただし、材料費などについて実費を負担していただくこともあります。

�申込方法／代表者の方は、原則として受講希望日の14日前までに申込書をまちづくり政策課に提出してください。講座申込書、

　メニューの内容を紹介している講座パンフレットは、まちづくり政策課、槻木事務所、生涯学習センターなど各施設で配布して

　います。町ホームページからダウンロードすることもできます。
※講座担当課などの業務の関係で、ご希望の受講日時に沿えない場合があります。

平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成 2222222222222233333333333333 年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度ままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづづづづづくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりり出出出出出出出出出出出出出出前前前前前前前前前前前前前前講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座メメメメメメメメメメメメメメニニニニニニニニニニニニニニュュュュュュュュュュュュュューーーーーーーーーーーーーー平成23年度まちづくり出前講座メニュー
担当課講　　座　　名№分類分野

総務課災害に強い地域づくり1

安全
・
安心

くらし

まちづくり
政策課

交通安全教室
　－交通事故にあわないために

2

みんなでつくろう！
　安全・安心なまちづくり

3

税務課暮らしと税金4税

総務課やさしい選挙の話5選挙

町民環境課

ごみ分別とごみ減量・資源化について6
環境

ごみ処理施設見学会7

消費者トラブルにあわないために8消費生活

健康推進課

知っておきたい年金制度9年金

私たちの国民健康保険・後期高齢
者医療制度

10保健医療

健康
・
福祉

歯の健康教室11

健康

乳幼児の心身の発達12

高齢者の心の健康のお話13

高齢者の体の健康のお話14

成人の健康のお話15

食事を楽しもう16

福祉課

高齢者福祉サービスのはなし17高齢者福祉

介護保険制度のしくみ18

介護
はじめましょう　介護予防教室19

認知症サポーター養成講座20

高齢者の現状と課題を知る21

子ども家庭課子育て支援について22子育て

商工観光課柴田の観光とまつり23観光

産業
・
建設 農政課

農業者戸別所得補償制度24

農林業 農業振興地域整備計画について25

森林（もり）のはなし26

担当課講　　座　　名№分類分野

農業委員会
農業者年金制度について27

農林業

産業
・
建設

農地制度について28

都市建設課
道路のおはなし29

建設
しばたの都市計画30

上下水道課

水道のしくみ31

上下水道
水道施設の概要について32

水道水の水質検査等について33

下水道のしくみ34

教育長
（教育総務課）

柴田町の教育について35教育全般

教育
・
文化

教育総務課

柴田町の教育方針及び重点事業に
ついて

36

教育

学校教育の現状と課題について37

児童・生徒の安全対策について38

生涯学習課

楽しくなる子ども会39

柴田町子ども読書活動推進計画に
ついて

40

図書館ってどんなとこ？41

ニュースポーツ体験42スポーツ

サークルをつくろう43文化

生涯学習課
（しばたの郷土館）

柴田町の歴史と文化財に親しもう44歴史・文化財

町長
（総務課）

町政について45町政全般

町の
運営

財政課町の財政について46行財政

まちづくり
政策課

柴田町総合計画について47
計画統計

統計で知る柴田町の姿48

住民自治によるまちづくり基本条
例って何？

49まちづくり

男女共同参画って何？50男女共同

議会事務局議会のしくみ51議会議会

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111
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　生涯学習課では、町民の皆さまの学習活動や地域活動などを支援するため「柴田町生涯学習団体・人材バンク」を設置しました。

現在、幅広い分野において活躍している団体、またはさまざまな知識や技能を持っている地域の達人・名人の方々に登録いただい

ております。「こんなことを学びたいので、教えてくれる人を探したい」「こんなサークルに加入したい」などの声にお応えします。

ぜひご利用ください。また、随時、登録していただける団体や達人・名人を募集しています。

�登録できる方（団体）について／

　知識、技能、経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある方（または団体）なら、どなたでも登録できます。ただし、

営利・政治・宗教活動を目的とする場合は登録できません。

�登録できる内容について／

　内容、またレベルは問いません。音楽、工作、料理、自然活動、昔話、漬物づくりなど、あらゆる分野において登録できます。

�登録方法について／

　「柴田町生涯学習団体・人材バンク登録申請書兼承諾書」（以下、「登録申請書」）に必要事項を記入の上、生涯学習課、各生涯学

習センター、しばたの郷土館に提出ください。電子メールで生涯学習課に提出することもできます。「登録申請書」は、生涯学習課、

各生涯学習センター、しばたの郷土館に設置しています。または、町ホームページ（しばたインデックス）からダウンロードでき

ます。

�利用できる方（団体）について／

　町内に住んでいる、または通勤、通学している方、町内に活動拠点がある団体などが利用できます。

�利用できる内容について／

　料理、手芸、音楽、パソコン、体操、園芸、茶道、華道、絵画などさまざまな分野において、登録者・団体があります。

�利用方法について／

　1．団体・人材バンク一覧から選択し、電話、または「柴田町生涯学習団体・人材バンク利用申請書」（以下、「利用申請書」）に

　　より、生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷土館にお申し込みください。団体・人材バンク一覧は、町ホームページ（し

　　ばたインデックス）からご覧いただけます。「利用申請書」もダウンロードできます。また、いずれも生涯学習課、各生涯学習

　　センター、しばたの郷土館に設置しています。

　2．生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷土館は、申請のあった登録者の連絡先を利用者に紹介します。

　3．利用者は、紹介を受けた登録者に連絡し、日程などの調整を行います。

�登録および利用にあたっての注意事項／

　○活動に伴い発生した事故および損害については、生涯学習課は責任を負いません。利用者と登録者間のトラブルは、自主的に

　　解決してください。

　○「柴田町生涯学習団体・人材バンク」は公開を目的としています。公開された情報の二次的な使用については、生涯学習課は

　　責任を負いません ｡

　○登録者および団体につきましては、登録内容に変更が生じた場合、生涯学習課へご連絡をお願いします。

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　白石高等学校合唱部定期演奏会を「東日本大震災チャリティーコン

サート」として行います。マンドリン部とともに奏でるステージや歌

ものがたり「よだかの星」など、趣向を凝らしたプログラムで、皆さ

んとともに音楽で楽しいひとときを分かち合えたらと思います。当日

はチャリティー募金を実施し、すべて赤十字などを通じて、このたび

の震災復興のために役立てて行きたいと思います。入場は無料です。

�日時／ 5月 15日（日）14：00～

�場所／えずこホール（大河原町）

■問  白石高等学校（目黒）� 0224-25-3154

�日時／ 5月 19日（木）13：00～ 16：00

�場所／役場 町民相談室（1階）

�内容／相続、遺言、成年後見制度、契約など民事上の

　権利義務、家庭内の法律問題
※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。
※事前に電話をいただけると待ち時間も少なくご相談いただけ
　ます。

�次回相談日／6月 16日（木）

　宮城県行政書士会  http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所　� 0224-63-5779
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�日時／ 5月 8日（日）13：00～ 15：00
※雨天決行

�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／全国の皆さまから寄せられた衣
　料・生活用品などの支援物資を無料で
　提供いたします。サロンコンサートや
　カフェコーナーなどもあります。

■問  柴田町社会福祉協議会  � 58-1771

　漢字の基礎と実用書道を中心に行いま
す。初心者の方大歓迎です。
�日時／毎月第 2・第 4木曜日
　9：30～ 11：30
�場所／西住公民館　　
�参加費／ 2,000 円
�持ち物／書道用具

■申 ■問  西住書道愛好会（三澤）

　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

　どなたでも相談できます。相談は無料
です。
�日時／5月14日（土）14：00～16：00
※受け付けは 15：30まで。

�場所／オーガ（大河原駅前）
�内容／採用取り消し、解雇、多重債務、
　健康不安など、生活全般の悩みに応え
　ます。震災による雇用、生活不安の相
　談も受け付けます。

■問 「仙南派遣村」実行委員会事務局
　� 55-3267

　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。事前申し込みは
不要です。お気軽にご参加ください。
�日時／5月11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

　就業や互助会活動を通じ、活力あるま
ちづくりの実現や暮らしをいきいき元気
に輝かせてみませんか。シルバーでは、
能力や経験に応じた高齢者にふさわしい
仕事を引き受け、提供しています。
≪会員の就業・互助会活動例≫
就業：清掃、障子・襖張り替え、家事援助、
　　　除草、剪定、簡易的作業など
互助会：ダンス、民謡、軽体操、卓球、
　　　　カラオケ、農作業、パソコン
そのほか：手芸・手工芸製作、刃物研ぎ
　　　　　など

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

�日時／ 5月 6日（金）10：00～ 12：00
　5月 8日（日）10：00～ 12：00
　7月 31日（日）10：00～ 12：00
　8月 21日（日）10：00～ 12：00
�場所／宮城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）
�申込方法／講座開催2日前の午後4時までに、
　電話またはＥメールでお申し込みください。

■申 ■問  （財）宮城県母子福祉連合会
　� 022-295-0013
　Ｅメール：miyagi-boren@r6.dion.ne.jp

　中国から仙台大学に留学している学生と一
緒に、本場の太極拳を学んでみませんか。
�日時／5月8日（日）、22日（日）10：00
　～12：00　※毎月 2回、日曜日に開催
�場所／船迫生涯学習センター
�募集人数／ 10人程度
�参加費／ 5,500 円（年額）

■申 ■問  柴田町日中友好協会（大槻）
　

  （社）柴田町シルバー人材センター

西住書道愛好会

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

　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10日（火）・24日（火）
　9：00～10：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
�対象／�18歳～54歳で、体重が男性
　45�以上、女性40�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）
�日時／5月10日（火）・24日（火）
　10：00～12：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
※電話での相談は随時行っています。

エイズ・クラミジアの相談、
抗体検査を行っています

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　疾病対策班　� 53-3121

太極拳教室

　　　　宮城県母子家庭等就業・自立支援センター

就職・転職等支援セミナー
～今日からスタート～

　アルコールに関連するさまざまな問題を
抱えて悩んでいる本人、家族、関係者の方
および嗜癖問題を抱えている方やＡＣ（機
能不全家族）の方を対象に精神保健相談員
による相談を実施します。（要予約）
�日時／5月13日（金）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本人、家
族、関係者の方を対象に精神科医・精
神保健相談員による相談を実施します。
お気軽にご相談ください。（要予約）
�日時／5月20日（金）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
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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。

※上記事業の対象者で風邪気味の方のご来場はご遠慮ください。　※成人健康相談のある方はご連絡ください。

休日急患当番医（診療時間／9:00～ 17:00）

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日

13：30～ 15：30白澤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）5/9（月）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付11（水）
12：45～ 13：15太田先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）12（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 21年 10月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

13（金）

  9：00～ 10：00食生活が心配な方および家族
食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）

16（月）

12：45～ 13：15乾先生平成 21年 1月生まれの方
2歳児歯科健康診査
※歯ブラシとタオル、フッ素塗布希望者は調
　査票もお持ちください。

17（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
18（水）

12：45～ 13：15板野先生、和野先生平成 19年 11月生まれの方3歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

12：45～ 13：15伊藤先生平成 22年 12月生まれの方4か月児健康診査19（木）

  9：15～   9：45平成 22年 4月・5月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

24（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付25（水）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）27（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

6/1（水）
13：30～ 15：30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）

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
佐藤（郁）先生

平成 21年 11月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

3（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
8（水）

12：45～ 13：15板野先生、小田部先生平成 19年 12月生まれの方3歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

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

大沼歯科医院
　村田　� 83-4395

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

さくら小児科
　大河原　� 51-5355

5/1

ペガサス薬局
　大河原　� 87-6097

つばさ薬局船岡店
　船岡　� 58-1065

もり歯科クリニック
　大河原　� 52-1563

さくらの杜診療所
　大河原　� 51-4625

しばた協同クリニック
　船岡　� 57-2310

3

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

アイン薬局村田店
　村田　� 82-1682

村上歯科医院
　大河原　� 53-3563

高沢外科・胃腸科
　船岡　� 57-1231

中核病院村田診療所
　村田　� 83-2445

4

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

5

川田薬局
　船岡　� 59-2777

やすらぎ調剤薬局
　村田　� 83-6890

小田部歯科医院
　大河原　� 53-2134

宮上クリニック
　船岡　� 55-4103

村田内科クリニック
　村田　� 83-6061

8

かみまち薬局
　槻木　� 58-7380

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

大沼胃腸科外科婦人科
　槻木　� 56-1441

中核病院村田診療所
　村田　� 83-2445

15

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

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

22

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

槻木中央薬局
　槻木　� 56-3169

菊池歯科医院
　船岡　� 57-2950

高沢外科・胃腸科
　船岡　� 57-1231

玉渕医院
　槻木　� 56-1012

29

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

もみの木薬局
　船岡　� 54-3837

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

村川医院
　船岡　� 54-2316

6/5

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

トミザワ薬局船迫店
　船岡　� 58-1211

こや歯科医院
　船岡　� 54-5005

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

ふなばさま医院
　船岡　� 58-2220

12

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

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　
毎日  午後7時から午後11時まで宮城県こども夜間安心コール
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