
■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

お知らせ版
平成23年7月1日

広報しばた・お知らせ版・第678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/

　東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故の放射線に対する不安を和らげ、安

心していただけるように、放射線物質が体に及ぼす影響などについての正しい知識を

身につけるため講演会を開催します。

�日時／ 7月 9日（土）10:00 ～ 11:30　　�場所／槻木生涯学習センター
�演題／放射線と健康　　�講師／赤井澤隆氏（みやぎ県南中核病院放射線科部長）

■問  町民環境課　� 55-2113

　東日本大震災によって、柴田町でも多

くの道路や下水道施設が被害を受けまし

た。現在、道路の沈下や下水道のマン

ホール隆起に対しては、敷き砂利などに

よって応急の処置を行っています。今後、

被災した道路や下水道は、国による災害

復旧事業の現地査定を受けた後、順次本

復旧を行ってまいります。

　しばらくの間ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解とご協力をいただきますようお願
い申し上げます。

■問  都市建設課（道路関係） � 55-2120
　 上下水道課（下水道関係） � 55-2118

　柴田町国民健康保険に加入されている方を対象に特定健康診査を実施します。受診
券は、平成23年 4月 1日から継続して柴田町国民健康保険に加入している40歳か
ら64歳の方すべてに送付します。町内実施医療機関(下表)で受診してください。受
診予約が必要な医療機関は、送付された受診券に記載されていますのでご確認くださ
い。受診の際は、受診券・柴田町国民健康保険証・自己負担料・尿容器・前年度健診
結果通知書（お持ちの方）をお持ちになり医療機関に提出してください。受診券が健
診月の7日までに届かない場合は、下記にお問い合わせください。指定健診期間以外
は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、65歳以上の柴
田町国民健康保険加入者は、8月下旬～ 9月に集団健診として実施します。受診券は、
8月に送付予定です。

�健診期間／7月～ 9月（行政区を下記の3グループに分けて実施）

　

�対象／40歳～ 64歳の柴田町国民健康保険加入者
※平成23年 4月 1日から継続して加入している方で、年齢は平成24年 3月 31日現在です。

�自己負担料／1,700円
�実施医療機関／（受診予約が必要な医療機関は、受診券に記載されています）

■問  健康推進課　� 55-2114

　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、廃瓦や

ブロック類の自主持ち込みの追加受け付

けを行います。

�受付日時／7月20日（水）～24日（日）
　　　　　9:00 ～ 15:00

�受付場所／柴田町総合運動場駐車場
�受付品目／廃瓦とブロック類のみ
※地震によって破損した物に限る。

■問  町民環境課　� 55-2113

　6月 20日より、東日本大震災で被災

した方は、り災証明書、または被災証明

書を提示することで、当面 1年間、東北

地方を発着地とする高速道路の通行料金

が無料となります。これに伴い「高速道

路通行用の被災証明書」を発行していま

す。詳しくは、お問い合わせください。

■申 ■問  税務課　� 55-2116

受診券送付時期指定健診期間対象行政区グループ

6月下旬7月 1日（金）
 　～ 30日（土）

4、6A、6B、7B、8、9B、11C、12A、14、
16、18A、19、27、28、29A

1

7 月下旬8月 1日（月）
 　～ 31日（水）

1、2、7A、11B、11D、12B、13、17B、20、
24、25、29B、29C

2

8 月下旬9月 1日（木）
 　～ 30日（金）

3、5、9A、10、11A、15、17A、18B、21、
22、23、26、29D、30

3

電話番号医療機関名電話番号医療機関名

57-1231高沢外科・胃腸科56-1451乾医院

56-1012玉渕医院55-1702太田内科

54-1034船岡今野病院56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院

55-4103宮上クリニック54-3755佐藤内科クリニック

54-2316村川医院57-2310しばた協同クリニック

55-1555仙南クリニック

道路・下水道
災害復旧にかかわるお知らせ

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の
追加受け付けを行います

高速道路無料化に伴う
被災証明書の発行
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　基本健康診査を8月下旬～9月に集団

健診で実施します。受診を希望される方

は、7月 8日（金）までにお申し込みくだ

さい。なお、詳細については、8月 1日

号のお知らせ版に掲載予定です。

�健診内容／

①基本的な健診の項目：診察、計測（身

　長、体重、腹囲、血圧）、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）
※②は、前年度の健診結果などを踏まえて医
　師が判断し実施

�対象／ 40歳以上で、生活保護受給者

　または健康保険証の資格取得年月日が

　平成 23年 4月 2日以降の方
※年齢は、平成 24年 3月 31日現在
※職場などで健診を受けた方または受ける方、
　特定健康診査または後期高齢者健康診査対
　象の方を除く

�自己負担料／ 1,700 円

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

①国民健康保険被保険者証・退職被保険者証および後期高齢者医療被保険
　者証の更新をします

　現在お使いの被保険者証は、有効期限が7月 31日で終了します。8月 1日から使

用する被保険者証は、7月下旬に世帯ごとに送付します。

　なお、有効期限の終了した被保険者証は使用できませんので、下記の回収場所へお

持ちください。

※後期高齢者医療被保険者証の色が、今回の更新により緑色からオレンジ色に変わります。国民

　健康保険被保険者証の色とデザインは、変更ありません。

�回収場所／健康推進課、槻木事務所、槻木・船岡・船迫の各生涯学習センター

　　　　　　西住公民館、農村環境改善センター

②入院する時は「限度額適用認定証」の申請をしましょう！

　入院する場合、医療機関で1カ月に支払う自己負担額（保険診療分）が、限度額適

用認定証（以下、認定証）を提示することにより高額療養費の自己負担限度額までと

なります。入院する時は、事前に申請し認定証の交付を受けてください。

≪国民健康保険≫

�交付の対象となる方／国民健康保険被保険者

○国民健康保険税に未納のある世帯は、認定証が交付されないことがあります。

○70歳～74歳の方は、認定証の提示がなくても自己負担限度額までとなりますの

　で申請の必要はありません。ただし、世帯主と国民健康保険被保険者全員の住民

　税が非課税の方は、さらに限度額が下がりますので申請をしてください。

�申請に必要なもの／国民健康保険被保険者証、印鑑

※すでに認定証の交付を受けている方は、有効期限が平成23年 7月 31日までとなっています。

　8月以降も必要となる方は、7月15日（金）から受け付けを開始しますので更新の手続きをお願

　いします。

≪後期高齢者医療≫

�交付の対象となる方／住民税非課税世帯に属する後期高齢被保険者

�申請に必要なもの／後期高齢者医療被保険者証、印鑑

※すでに認定証の交付を受けている方は、8月以降の新しい認定証について交付条件を審査の上、

　新しい保険証と合わせてお送りします。更新手続きは不要です。

■申  健康推進課保険年金班、槻木事務所
■問  健康推進課　� 55-2114

　東日本大震災により被災された事業主の方で、一定の要件に該当するときは、労働

保険料などの免除を受けることができます。

�免除の要件／

� 3月 11日に特定被災区域（宮城県は全域が該当）に所在していること

�大震災により損壊などの被害が生じるなどにより、休業や事業活動を縮小してい

　ること

�大震災発生前の直近の賃金支払月の労働者一人当たりの賃金額と比べて、労働者

　一人当たりの一カ月間の賃金額が2分の 1未満になっていること

■問  宮城労働局労働保険徴収課　� 022-299-8842
　 大河原労働基準監督署　� 53-2154

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／7月12日（火）・26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／7月12日（火）・26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

労働保険料などの免除の特例について

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険・・・・・・・・・・後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療国民健康保険・後期高齢者医療
からのお知らせ
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国民年金保険料が免除になります

　健診結果が出た今からが、健康づくり

のスタートです。健診を受けた方へ個別

相談会を開催します。事前のお申し込み

は、必要ありません。お気軽にご参加く

ださい。

�開催日／ 7月 26日（火）
�受付時間／午前の部   9：30～ 10：00
　　　　　　午後の部 13：30～ 14：00

�場所／保健センター 1階
�対象／平成 23年度青年期健康診査を
　受けた方

�持ち物／青年期健康診査結果通知書
※参加人数によっては、多少お待ちいただく
　場合があります。

■問  健康推進課　� 55-2160

　東日本大震災により被災し、以下に該当する方は、本人申請により国民年金保険料
が全額免除となります。
①住宅、家財、そのほかの財産について、おおむね2分の 1以上の損害を受けられた方
②福島第一原子力発電所の事故により、避難指示・屋内退避指示を受けた下記市町村
　に平成23年 3月 11日時点で住所を有していた方
　○対象となる市町村　※対象地域は、今後見直しを行う場合があります。
　　福島県の以下の市町村

�申請方法／国民年金保険料免除申請書の提出が必要になります。なお、①財産損害で
　の申請の場合は被災状況届（り災証明書の写しでも可）の添付が必要です。申請書は、
　健康推進課、槻木事務所および大河原年金事務所にありますのでお申し出ください。
�提出先／住所地の役場窓口または全国の年金事務所
�申請期限／8月 1日（月）
�被災者用専用相談ダイヤル／　� 0120-707-118（通話無料）
　　　　　　　　　　　　　　　月～金曜日（休日を除く）9:00 ～ 17:00

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

　県内で必要なすべての血液製剤を県民

の皆さんの献血により確保できるように、

献血にご理解とご協力をお願いします。

献血車が来町します。皆さんの温かいご

協力をお待ちしています。

�日時／7月29日（金）10：00～12：00
�場所／柴田町役場
�実施内容／ 400ml、200ml 献血
※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
　� 55-2160

　東日本大震災により被災し、下記の事由に該当する方は、医療機関などで一部負担
金などの支払いが免除されていますが、7月 1日からは、加入している健康保険の保
険者が発行する「一部負担金等免除証明書」の提示が必要になります。
　国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方が免除を受ける場合は、下記
の事由に該当することが確認できる書類を添付して免除申請書を提出してください。
　社会保険などに加入されている方は、保険者にお問い合わせください。

　
　なお、⑤については、主たる生計維持者が雇用保険を受給している場合には免除の
対象となりません。また、本来であれば一部負担金などを支払う必要がなかったにも
かかわらず既に支払っている場合は、還付を受けられることがあります。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2114
�日時／ 8月 3日（水）14:00 ～ 16:00
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／
　○話題提供　県立山元支援学校教員

　○講演「障害の重い子どもの授業づく

　　り」ＮＰＯ法人地域ケアさぽーと研

　　究所　代表　飯野順子氏

�申込方法／電話でお申し込みください
�申込期限／ 7月 15日（金）

■申 ■問  県特別支援教育研究会肢体不自由
　病虚弱教育専門部事務局（県立船岡支
　援学校地域支援部）　� 54-2213

　平成20年度から平成24年度までの5年間で、中学1年生に相当する方（3期）と高校3年生に
相当する方（4期）に2回目の麻しん風しん予防接種を実施しています。実施期間は、平成24年3月
31日までです。期間を過ぎた後の接種費用は、全額自己負担（約1万円）となります。秋以降は、イ
ンフルエンザ予防接種や風邪などの体調不良で見合わせる機会が増えます。まだ受けていない方
は、夏休み中に受けましょう。
　1歳のお子さん（1期）と小学校に入る1年前のお子さん（2期）も早めに麻しん風しん予防接種を
受けましょう。なお、2期・3期・4期の対象者で転入・紛失などで予診票がない方は、ご連絡ください。

■問  健康推進課　� 55-2160

いわき市、田村市、南相馬市、（伊達郡）川俣町、（双葉郡）広野町・楢葉町
富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村、（相馬郡）飯館村

医療機関などで一部負担金などの支払い免除について

①　住宅が全半壊、全焼またはこれに準ずる被災をした方
②　主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
③　主たる生計維持者が行方不明である方
④　主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
⑤　主たる生計維持者が失職し、現在、収入がない方
⑥　原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備
　区域の指示の対象となっている方
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「まちづくり提案制度」提案募集中

�日時／7月21日（木）13：00～16：00
�場所／役場 町民相談室（1階）
�内容／相続、遺言、成年後見制度など
　民事上の権利義務、家庭内の法律問題
※事前予約制です。開催日の前日まで電話で
　受け付けます。
※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。

宮城県行政書士会

　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■予 ■問  福島行政事務所　� 63-5779

　まちづくりに関して皆さんのアイディアや課題解決のために自ら実践する活動を協

働で取り組むための提案を募集しています。提案できる内容や提案方法などについて

は、まちづくり推進センターまでお気軽にご相談ください。

�募集期限／ 7月 24日（日）　　�提出先／まちづくり推進センター
※提案制度の募集要領・提案用紙は、まちづくり推進センター、まちづくり政策課、槻木事務所、
　生涯学習施設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。

■申 ■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田ショッピングセンター内）
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール :yurupura@ji.jet.ne.jp

≪震災寄附金≫
○株式会社ぎょうせい（80万円） ○宮

城県国民健康保険団体連合会（10万円） 

○ 柴 田 町 グ ラ ウ ン ド ゴ ル フ 協 会

（66,069 円） ※ 5月 25日以降、震災寄
附金を受け付けした分のみを掲載しました。
（6月 14日現在、順不同、敬称略）

�受験資格／昭和63年 4月 2日～平成
　6年 4月 1日生まれの方

�受付期間／
　○インターネット

　　7月 19日（火）～ 26日（火）

　○郵送または持参

　　7月 19日（火）～ 8月 2日（火）

�第1次試験／ 9月 25日（日）
�第1次合格発表／ 10月 12日（水）
�第2次試験／10月18日（火）、19日（水）
�最終合格発表／ 11月 15日（火）

■申 ■問  仙台入国管理局総務課
　� 022-256-6076

　岩手県沢内村の「生命行政」を継ぐ者

たちを描いた記録映画「いのちの作法」

に出演した太田宣承氏の講演会です。自

らの体験に基づいた生きる指針、いのち

の大切さについて語ります。

�日時／ 7月 23日（土）9:30 ～ 12:00

�場所／槻木生涯学習センター

�内容／講演「次代に紡ぐ」太田宣承氏

�参加費／無料

�申込期限／ 7月 20日（水）

■申 ■問  みやぎ県南医療生協
　� 57-2310

道路脇の植栽帯を大切にしましょう
　町内の各地域で、多くの方が、植栽帯

やご自宅の周りなどに草花を植え育てて

います。

　しかし、花や木を折られたり、飼い犬

の散歩のマナー（花壇への侵入、ふんの

始末）が悪いことから苦情が相次いでい

ます。

　花と緑によって、町の環境や美しい景

観を保ち、人々に癒しを与えてくれます

ので、道路脇などの植栽帯を大切にしま

しょう。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�日時／7月16日（土）13:00～16:00
�場所／角田駅コミュニティープラザ
�内容／○交流会　○講演「機能障害を
　きたす神経難病の理解及び構音障害と

　嚥下障害の進行緩和と予防」医療法人

　松田会松田病院　理学療法士　坪田朋

　子氏・言語聴覚士　野田愛氏

�募集人数／ 70人（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 7月 11日（月）

■申 ■問  宮城県難病相談支援センター
　�022-212-3351　�022-211-1781

　町内では、今年 1月から 9件（6月 5

日現在）の「放火」「放火の疑い」による

火災が発生しています（建物火災 4件、

その他の火災 5件）。柴田消防署では、

町民の皆さんに不安を与える放火火災を

無くすため、巡回警戒などを実施してい

ます。町民の皆さん！もう一度、家庭や

地域、職場において放火対策の再確認を

お願いします。

「放火対策のポイント」
1　家の周囲に燃えやすいものを放置し

　ないようにしましょう！

2　車庫や物置などに鍵を掛け、車のボ

　ディカバーなどは燃えにくい材質を使

　用しましょう！

3　ゴミは収集日の朝、決められた場所

　に出しましょう！

4　家の周囲はなるべく明るくしておき

　ましょう！

5　アパートやマンションは、廊下や階

　段などの共用部分に燃えやすい物を置

　かないようにしましょう！

■問  柴田消防署　� 55-2012

入国警備官採用試験 「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花ののののののののののののののののののののののののののののののののまままままままままままままままままま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ちちちちちちちちちちちちちちちちちち柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」「花のまち柴田」に向けて
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○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。
�日時／ 7月 7日、14日、28日の木
　曜日 15：30～ 17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
�日時／7月14日（木）13：30～15：30
�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」～長谷川義史作品のまき～
　絵本の好きな大人と子ども、みんな～
寄っといで！ 
�日時／7月21日（木）15：30～17：00
�参加費／無料

○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～
�日時／7月27日（水）19：00～20：30
※毎月第 4水曜日開催

�参加費／ 300円

�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）

　7月から、子育て支援センター（船迫児童館）内に「ファミリー・サポート・セン

ター」を設置します。この事業は、「子育ての援助を受けたい方（利用会員）」と「子

育てを援助しようとする方（協力会員）」が会員になり、地域で支え合う会員組織です。

　利用会員および協力会員に、ぜひお申し込みください。

�募集開始／7月 1日（金）から　　�受付時間／平日9：00～ 16：00
�場所／柴田町ファミリー ･サポート ･センター（子育て支援センター内）
�会員資格／
　○利用会員：町内に住所を有し、子ども（6カ月～小学校6年生）と同居している方

　○協力会員：20歳以上で町内に住所を有する方

　　　　　　　（後日、講習会を受講していただきます）

■申 ■問  柴田町ファミリー・サポート・センター　� 87-7871

移動なかよし広場
楽しいよ♪親子で遊びにきてね

�日時／ 7月 8日（金）9:45～ 11:30
�場所／船岡体育館
�テーマ／風船で遊ぼう！
�対象学区／船小・東船小学校区
�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。

■申 ■問  子育て支援センターるんるん
　� 54-4040

　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 14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

　電気炊飯器を使わずに米を炊く方法、

少ない水で調理する工夫など、災害時に

知っておくと便利な家庭料理のコツを

習ってみませんか？

�日時／7月12日（火）10:00～13：00
�場所／槻木生涯学習センター
�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／ 7月 5日（火）
※託児あり、3歳児以上。（要申込）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

ファミリー・サポート・センター事業の会員募集を始めます！

　　　　柴田町各種婦人団体連絡協議会
「災害時の　　　　　　　
　ワンポイント料理教室」

　親子でリズム遊び（リトミック）や手作りおやつでお茶飲みをしましょう。

�日時／ 7月 14日（木）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　　�募集人数／親子20組（先着順）
�参加費／無料　　�持ち物／おてふき、飲み物など

　

　自由にふらっと気軽に遊びにくる“屋根のある公園”です。（予約不要）

12日は、おもちゃ病院も開院します。

�日時／ 7月 5日（火）、12日（火）、26日（火）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
�参加費／無料　　�持ち物／おてふき、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

＜特別企画＞ゆるりん『親子ふれあいひろば』

子育てひろば“ゆるりん”
�日時／ 7月 12日（火）9:45～ 11:30
�場所／三名生児童館
�対象／2歳～就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
�募集人数／ 20組
�申込期限／ 7月 5日（火）

一緒に遊ぼう
児童館のお友達とあそびましょう♪
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　仙台市天文台の企画展やプラネタリウムを

見学しながら、宇宙のつながりを学習します。

�日時／ 7月 29日（金）12:30 ～ 17:00
�場所／仙台市天文台
�募集人数／ 30人（小学低学年の児童は
　保護者同伴）

�参加費／
　○小学生　無料（AZ9パスポート持参）

　○大　人　展示室 600円

　　　　　　プラネタリウム 600円

�申込期限／ 7月 16日（土）

�申込方法／往復はがきまたはFAXで、希望講座名、氏名（児童名・ふりがな）、学
　校、学年、住所、電話番号、FAX番号を明記してお申し込みください。

�申込期限／7月 14日（木）
※児童1人に保護者1人でお申し込みください。応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　� 57-1501　� 55-2250
　〒 989-1606　柴田町大字船岡字照内1-9

　ロケットと宇宙の話を聞き、日

本の宇宙開発に関する展示室の見

学や工作を行い宇宙とのつながり

を学習します。

�日時／ 8月 5日（金）
　13:00 ～ 16:00

�場所／角田宇宙センター
�募集人数／ 20人（小学低学年
　の児童は保護者同伴）

�参加費／無料
�申込期限／ 7 月 16日（土）

　浴衣を粋に着こなして、みんなで夏祭

りに参加しましょう。

�日時／ 7月 9日（土）、16日（土）
　13：00～

�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、ひも（3本）、
　ガーゼまたはさらしの下着（上下）、伊

　達締め、前板

�講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）
�申込期限／ 7月 8日（金）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえ

る「七夕茶会」を夏休みに開催します。和

室での作法を学びながら楽しく体験して

みませんか。

�日時／ 7月 30日（土）、31日（日）
　13:00 ～ 15:00（全 2回コース）

�場所／船迫生涯学習センター
�対象／町内小学生　　
�募集人数／ 15人
�参加費／ 1,000 円（2回分）
�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／ 7月 23日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�日時／平成 24年 1月 8日（日）

　　　　10:00 ～

�場所／船岡小学校体育館

　町内にお住まいの新成人の皆さまへの

式典案内状は、郵送でお届けします。

　なお、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 18日

（金）までにご連絡ください。

成人式実行委員募集！
　町では、平成 24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！

�開催日時／9～12月（平日）19:30頃～
※数回の開催を予定

�募集人数／ 10人程度

�申込期限／ 8月 26日（金）

発表者募集！
～ 20歳のメッセージ～
　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」を聴かせてく

ださい。

�募集人数／ 2人

�応募方法／○新成人としての「抱負」

　「夢」など 1,000 字以内にまとめて提

　出（住所、氏名、生年月日および電話

　番号を明記）

　○郵送、ＦＡＸ、Ｅメールおよび持参

　のいずれかで提出

�応募期限／ 8月 26日（金）

�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
　� 55-2135　� 55-2132

　Eメール :social-edu@town.shibata.miyagi.jp

　浴衣を着て夏祭りに行こう！

槻木生涯学習センター　夏休み企画

天文台へ行ってみよう

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

角田宇宙センターへ行ってみよう

夏休み体験茶会

仙南地域職業訓練センター 夏休み親子教室
講座内容持ち物日時・受講料講座名・募集人数

木の持つやさしさや温も
りを感じながら、親子で一
緒に「ミニ縁台」作りに挑
戦します。

のこぎり、きり、
かなづち、定規、
筆記用具

7月 30日（土）
9:00 ～ 12:00
受講料／
　1組 1,800 円

親子木工教室
  募集人数：小学生の
  親子 30組

茶碗・湯呑・マグカップ・
皿など、親子でそれぞれに
自分だけの「オリジナル作
品」作りに挑戦します。

エプロン、
雑巾 1枚、
ハンドタオル、
筆記用具

7月 30日（土）
10:00 ～ 12:00
受講料／
　1組 2,200 円

親子陶芸教室
  募集人数：小学生の
  親子 30組
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�日時／
　① 7月 10日（日）
　 　7：00～ 15：00

　② 7月 24日（日）9：00～ 14：00
　③ 8月 7日（日）7：00～ 15：00
�内容／蔵王を登山しながら、可憐な高
　山植物を観賞。縦走に不可欠な登山バ

　スの運行と登山の道案内で、安全安心

　な初心者歓迎の蔵王フラワートレキン

　グです。

�ルート／
　①熊野・自然園・名号峰縦走

　②お釜一周探訪

　③熊野・仙人沢縦走

�見所／
　①コマクサ、オノエラン

　②蔵王の湧水、ホソバノキソチドリ

　③ミヤマアキノキリンソウ

�参加費／
　①③ 2,500 円（縦走支援送迎バス代）

　②無料

■申 ■問  蔵王植物観察会・蔵王フラワートレ
　ッキング（太田）
※詳しくは、蔵王フラワートレッキングをイ
　ンターネットで検索ください。

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
7 月 3 日（日） 9:00～16:00

7 月17 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
7 月10 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／7月14日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／7月20日（水） 19:00～
場所／船岡公民館

8
月
分

　※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。詳しくはお問い合わせください。

　■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

7月 5 日（火）関根　朝成

生　　活
7月12日（火）佐藤由美子

7月19日（火）近江　宣男

7月26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

7月 6 日（水）佐久間捷哉

人　　権
7月13日（水）木島　基子

7月20日（水）桂川　クメ

7月27日（水）渡邊みち子

7月27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

�日時／ 7月 2日（土）、16日（土）

　9:30～ 11:00

�場所／しばたの郷土館

�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

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

�参加費／400円

7月のトンボ玉体験会

　竹でおもちゃや道具を作って、夏休み

親子で自然の中へ飛び出してみませんか。

�日時／ 8月 6日（土） 9:30 ～ 11:30

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／町内小学生の親子

�募集人数／ 8組（先着順）

�参加費／ 500円

�申込期限／ 8月 2日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

みやぎ県民大学　大河原商業高等学校開放講座

～上手なインターネットの歩き方～

初夏・花の百名山  蔵王連峰を
フラワートレッキング
しませんか？　　　　

実施時間の4分の 3以上を受講されると修了証が授与されます。

�場所／大河原商業高等学校　　�対象／18歳以上のパソコン利用中級者程度
�募集人数／30人　　�申込期限／7月 15日（金）　　�受講料／無料
�応募方法／往復はがきに、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を
　記入の上、お申し込みください。

�持ち物／USBメモリー
�注意事項／Google アカウントを事前に取得してください。

■申 ■問  大河原商業高等学校　� 52-1064　〒989-1201 大河原町大谷字西原前154-6

内　　　容日　　　　　時

Webメールの活用
web アルバムの活用

各回共通
9：00～ 12：00

8月 2日（火）第 1回

Webアルバムの活用8月 3日（水）第 2回

Google アースの活用
Google マップの活用

8月 4日（木）第 3回

情報モラルについて8月 5日（金）第 4回

　　　自然体験チャレンジ工作

竹で　　　　　を作って
自然へ飛び出そう！

虫取りかご
水 鉄 砲
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平成23年 4月 1日付異動者

【総務課】○参事（みやぎ県南中核病院派遣継続）・関場孝夫（課長補佐）

平成23年 5月 31日付退職者など

○小林　功（会計課）○吾妻良信（町民環境課）○丹野信夫（生涯学習課）○平間信

一（船迫生涯学習センター）○半沢和茂（スポーツ振興室）○里村　実（船岡生涯学

習センター）○佐藤峰子（西住児童館）○近江昭一（船岡生涯学習センター）○平間

みい子（母子生活支援施設）

平成23年 6月 1日付異動者

（補佐級以上および新規採用者のみ掲載）

【会計課】○会計管理者兼会計課長・村上正広（総務課）【総務課】○課長・松崎　守

（議会事務局）○参事兼危機管理監・相原健一（課長補佐）○課長補佐（総括班長兼

行政班長）・馬場敏雄（まちづくり政策課）○課長補佐（防災班長）・斎藤英泰（主幹）

○課長補佐（秘書職員班長）・鈴木俊昭（主幹）【まちづくり政策課】○課長・平間忠

一（福祉課）○参事兼地域再生対策監（総括班長兼企画班長）・宮城利郎（健康推進課）

○課長補佐（情報政策班長）・松崎みさ子（副参事）【財政課】○主事・飛鳥杏奈（新

採）【税務課】○課長・武山昭彦（税収納対策監）○参事兼税収納対策監（総括班長兼

納税・徴収対策班長）・小笠原幸一（子ども家庭課）○主事・松田大輔（新採）【町民

環境課】○課長・佐藤富男（総務課）○課長補佐（総括班長兼環境衛生班長）・里村聖

一（上下水道課）【健康推進課】○課長・大場勝郎（まちづくり政策課）○兼総括班

長・鈴木　仁（課長補佐）○技術補佐兼保健師長（保健班長）・佐藤浩美（保健師長）

○副参事（保健副班長）・加茂隆子（主幹）○保健師・小林桜子（新採）○主事・中村

大地（新採）【福祉課】○課長・駒板公一（しばたの郷土館）○課長補佐（総括班長兼

福祉班長）・五十嵐眞祐美（総務課）○課長補佐（長寿介護班長）・平間清志（監査委

員事務局）○主事・黒澤　武（新採）○主事・植野裕美（新採）【子ども家庭課】○課

長補佐（総括班長兼児童福祉施設班長）・小玉　敏（しばたの郷土館）○課長補佐（子

育て支援班長）・森　浩（財政課）【槻木保育所】○保育士・鈴木沙織（新採）【西住児

童館】○館長・日下典子（主幹）【農政課】○課長補佐（農政班長）・渡辺和浩（主幹）

○主事・三瓶　彬（新採）【都市建設課】○車両センター長を解く・大久保政一（課長）

○施設管理班長を解く・小野宏一（公共施設管理監）○参事兼車両センター長・加藤

寿彦（農政課）○技術補佐（施設管理班長）・瀬戸　諭（主幹）○副参事・日下栄一

（主幹）○副参事（建設副班長）・沼田廣光（財政課）○技師・佐藤伸一（新採）【上

下水道課】○兼総括班長・加茂正一（課長補佐）○技術補佐（水道班長）・桑島康明

（町民環境課）○副参事・水戸一馬（都市建設課）○副参事・笠松孝幸（商工観光課）

【学校給食センター】○参事兼所長・佐々木　啓（所長）【生涯学習課】○課長・加茂

和弘（総務課）○課長補佐（生涯学習班長）・中山恵美子（福祉課）【槻木生涯学習セ

ンター】○参事兼館長・大宮正博（健康推進課）【船岡生涯学習センター】○参事兼館

長・永井　裕（税務課）○副参事・加茂正志（まちづくり政策課）【船迫生涯学習セン

ター】○参事兼館長・鈴木達哉（上下水道課）【しばたの郷土館兼柴田町図書館】○参

事兼館長・卯花きよみ（柴田町図書館）【しばたの郷土館】○副館長（文化財班長）・

加藤裕二（スポーツ振興室）【柴田町図書館】○副館長（図書班長）・佐藤すみ子（生

涯学習課）【スポーツ振興室】○参事兼室長・加藤敏郎（槻木生涯学習センター）○室

長補佐（スポーツ振興班長）・石上幸弘（船迫生涯学習センター）【議会事務局兼監査

委員事務局】○局長・長谷川　敏（まちづくり政策課）【監査委員事務局】○次長・平

間雅博（まちづくり政策課）
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　町では、宮城県より貸与された環境放射線測定器で空間放射線量の測定を行っています。測定場所および測定結果などは下記の

通りです。詳しいデータは町ホームページに掲載しています。

　測定結果は、文部科学省が屋外活動の制限基準値としている毎時3.8 マイクロシーベルト（μ Sv/h）を下回っています。

定点測定地の測定結果【測定日：6月 21日（火）】　

　

※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火曜日に測定。

町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：6月 23日（木）】　

※毎月2回測定のほか、必要に応じて随時測定。私立幼稚園は随時測定。

児童福祉施設の測定結果【測定日：6月 15日（水）、16日（木）】　

※毎月1回測定のほか、必要に応じて随時測定。

公園の測定結果【測定日：6月 21日（火）】

※毎月2回測定。

【測定場所】定点測定地：施設周辺（駐車場など屋外）、学校施設：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100cm、

　　　　　　小学校・幼稚園・児童福祉施設：地表から50cm、公園：地表

【測定値】　1分間おきに10回測定し、その測定値の平均値です。

水道水の放射能測定結果【測定日：6月 21日（火）】　　

※検査は放射性ヨウ素、セシウムともに宮城県企業局

■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

測定値測定値測定値

0.14槻木生涯学習センター0.19船岡生涯学習センター0.17柴田町役場

0.17西住公民館0.16農村環境改善センター0.14船迫生涯学習センター

単位：μSv/h

測定値測定値測定値

0.29西住小学校0.27船迫小学校0.18船岡小学校

0.25柴田小学校0.20槻木小学校0.33東船岡小学校

0.20槻木中学校0.26船迫中学校0.24船岡中学校

0.17たんぽぽ幼稚園0.22浄心幼稚園0.31第一幼稚園

0.27熊野幼稚園

単位：μSv/h

測定値測定値測定値

0.28西船迫保育所0.23槻木保育所0.34船岡保育所

0.32西住児童館0.30三名生児童館0.23柴田児童館

0.23むつみ学園0.29船迫児童館

単位：μSv/h

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

原子力安全委員会が定めた飲
食物摂取制限に関する指標値

食品衛生法に基づく乳児の飲
用に関する暫定的な指標値放射性ヨウ素採 取 場 所

300100不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値放射性セシウム採 取 場 所

200不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

測定値測定値測定値

0.32剣崎公園0.24白幡児童遊園0.34並松公園

0.26舘前緑地0.29下名生児童遊園

単位：μSv/h
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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

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 21年 12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。

7/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
6（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）

  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）

11（月）

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）12（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付13（水）

  9：15～  9 ：45平成 22年 7月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

15（金）

12：45～ 13：15内田先生平成 21年 3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。

19（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
20（水）

12：45～ 13：15板野先生、佐藤（秀）先生平成 20年 1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。

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付27（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 2月生まれの方4か月児健康診査28（木）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）29（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
8/3（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、菊池先生平成 22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。

5（金）

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（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付10（水）

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

ひまわり薬局
　船岡　� 87-8430

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

さとう歯科医院
　槻木　� 56-5112

永沼整形外科
　船岡　� 54-2244

さくら内科消化器科
　大河原　� 53-51517/3

さとう調剤薬局
　大河原　� 51-4431

つばさ薬局船岡店
　船岡　� 58-1065

船岡中央歯科医院
　船岡　� 55-0970

庄司クリニック
　大河原　� 51-3741

しばた協同クリニック
　船岡　� 57-231010

ペガサス薬局
　大河原　� 87-6097

村上薬局
　大河原　� 52-4275

前田歯科医院
　村田　� 83-6480

さくらの杜診療所
　大河原　� 51-4625

日下内科医院
　大河原　� 52-1058

17

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

西村歯科医院
　川崎　� 84-4851

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

太田内科
　船岡　� 55-1702

18

柴田薬局
　槻木　� 56-3715

ホシ薬局
　大河原　� 52-1127

はせ歯科医院
　大河原　� 52-1080

乾医院
　槻木　� 56-1451

安藤医院
　大河原　� 52-1123

24

すずらん薬局
　船岡　� 57-1322

調剤薬局船岡店
　船岡　� 55-2776

歯科ヒライ
　船岡　� 55-4025

船岡今野病院
　船岡　� 54-1034

佐藤内科クリニック
　船岡　� 54-3755

31

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

甲子調剤薬局
　大河原　� 51-5085

玉野井歯科医院
　船岡　� 57-1711

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

平井内科
　大河原　� 52-2777

8/7

川田薬局
　船岡　� 59-2777

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

スエヒロデンタルクリニック
　大河原　� 53-4390

宮上クリニック
　船岡　� 55-4103

さくら小児科
　大河原　� 51-5355

14

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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