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お知らせ版
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広報しばた・お知らせ版・第679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/

　東日本大震災で住宅などに被害を受けた方に、各種支援制度を利用するための「り

災証明書」「被災証明書」「高速道路無料開放措置に伴う被災証明書」の申請を8月

31日（水）まで受け付けしています。その後に証明書が必要となった方は税務課へご

相談ください。

�受付時間／8：30～ 17：15（平日）　※毎週水曜日は、19：00まで延長

�受付窓口／税務課、槻木事務所

�持ち物／○住家、家財などの被害に遭ったことを証明する写真、修繕見積書または

　領収書の写しなど　○印鑑

■申 ■問  税務課　� 55-2116

　町の特産品である雨乞産ゆずをふんだ

んに使用したフルーティなゆず酒が出来

上がりました。ゆず特有の酸味と風味を

存分に引き出しながら、ほんのり甘みの

あるお酒です。アルコール度数も 8％と

優しく、冷やして飲めばさらにおいしい

リキュールです。

�販売所／柴田町観光物産交流館

　　　　　柴田町太陽の村

�価格／ 1本（500ml）1,000 円（税込み）

 

■問  （社）柴田町観光物産協会
　� 56-3970

り災・被災証明の発行手続きについて

申請受付は8月31日（水）まで
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　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／震災によって破損した廃瓦とブロック類のみ

■問  町民環境課　� 55-2113

�募集人数／1人　　�勤務先／町内小学校
�対象／ 65歳未満の方
�申込方法／履歴書に必要事項を記入の上、
　教育総務課へお持ちください
�募集期間／ 7月 15日（金）～ 25日（月）
　8：30～ 17：15（平日）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

　国や県では、東日本大

震災の影響による電力供

給不足で節電を呼び掛け

ています。町でも節電対

策に積極的に取り組んで

いきたいと考えています。

みんなで力を合わせて節

電に取り組み電力不足を

乗り越えましょう。

�節電目標／
　7月～9月　15％削減

　（平日 9:00 ～ 20:00）

■問  町民環境課
　� 55-2113

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の
追加受け付けを行います

　 臨時学校校務支援員を
   募集します（緊急雇用創出事業）

柴田町職員を募集します

【1次試験】
　�日程／ 9月 18日（日）　　�会場／仙台大学　　�内容／教養試験、一般性格診断検査 
【2次試験】
　�日程／10月下旬～ 11月上旬　　�会場／柴田町役場　　�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」と朱書きをして宛先を明記した上で、

120円切手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズが入る大きさ）を必ず同封して郵送してください。

【受付期間など】
　�受付期間／7月 15日（金）～8月 12日（金）　　�受付時間／8:30～ 17:15（平日）
※郵便の場合は、8月 12日（金）17:00 までに柴田町役場に届いたものに限り受け付けます。

■申 ■問  総務課　� 55-2111　〒 989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45

受　験　資　格職　務　内　容採用予定人員職種試験区分

平成2年 4月 2日から平成6年 4月 1日
までに生まれた方で、高等学校を卒業し
た方・卒業見込みの方・高等学校卒業程度
の能力を有すると認められる方

行政事務に従事しますが、税務・用地
交渉・災害対策等の業務にも従事し、
深夜勤務になることもあります。

2人程度行政初　級
（高等学校卒業程度）

削減電力削減率《家庭でできる節電対策》

130Ｗ10％①室温28度に設定

②すだれなどで窓からの日差しを遮る

③無理のない範囲でエアコンを消して扇風機を使う

エアコン

120Ｗ10％

600Ｗ50％

130Ｗ10％

①設定を「強」から「中」に変える

②扉を開ける時間をできるだけ減らす

③食品を詰め込まない

冷蔵庫

60Ｗ5％日中は照明を消し夜間も照明をできるだけ減らす
照明

25Ｗ2％省エネモードに設定し画面の明るさを調節
テレビ

25Ｗ2％
早朝にタイマー機能で1日分まとめて炊いて冷蔵庫

に保存

炊飯器

25Ｗ2％
①リモコンの電源ではなく主電源を切る

②長時間使わないときはコンセントからプラグを抜く

待機電力
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古い扇風機の　　　
　　　発火に注意！
　家庭で取り組む節電対策の一つに「無

理のない範囲でエアコンを消して扇風機

を使いましょう」と呼び掛けています。

扇風機の使用期間の長いものは、内部劣

化に伴う発煙・発火・加熱による事故が

報告されています。特に、10年以上使用

の扇風機に関しては、十分注意して使用

するようにしましょう。ただし、熱中症

にならないように水分補給とともにエア

コンを上手に利用することも大切です。

■問  町民環境課　� 55-2113

仙南地域広域行政事務組合職員募集

�対象者／柴田町に住民登録・外国人登
　録をしている方

�対象住宅／町内にある住宅で現在住ん
　でいる自己所有の住宅

�対象工事／
　○震災による住宅改修に要する費用が

　　20万円以上であること（消費税およ

　　び地方消費税を除く）

　○住宅改修が平成24年3月31日まで

　　に終了すること

�申請書の配布場所／商工観光課、槻木
　事務所、各生涯学習センター、農村環

　境改善センター、西住公民館

�申請期限／ 10月 31日（月）
�申請場所／大会議室（役場 3階）

■申 ■問  商工観光課　� 55-2123

�採用職種・採用予定人員・受験資格／

　

�試験日および場所／

�試験方法／第1次試験：適性検査、作文試験
　　　　　　第2次試験：人物試験（面接）、健康審査
　　　　　　身上調査：受験資格の有無および申込記載事項の真否について調査します。
�受付期間／8月 17日（水）までの8：30～ 17：00（土・日曜日、祝日除く）
　　　　　　※郵便の場合は、締切日の17：00まで到着したものに限り受け付けます。
�採用予定日／平成23年 11月 1日
　　　　　　　※ただし、助産師・看護師の各資格を有する方は「平成24年 4月 1日」の予定です。

■申 ■問  みやぎ県南中核病院事務部総務課（2階管理部門）　� 51-5500
　〒 989-1253　大河原町字西38-1

　司法書士が無料で法律相談に応じます。

�日時／○水・木曜日  13:30 ～ 16:30
　　　　○金曜日　　  16:00 ～ 20:00

　　　　○土曜日　　  10:00 ～ 16:00
※休日を除く（要予約）

�場所／仙南司法書士相談センター
　　　　（大河原町大谷字町向）

�予約受付／ 9:00 ～ 17:00

■予 ■問  仙南司法書士相談センター
　� 53-7116

�試験区分・職種・採用予定人数／

　
�受験資格／

【1次試験】
　�日時／ 9月 18日（日）10：00～
　�場所／仙南地域広域行政事務組合総合庁舎3階会議室（大河原町）
　�内容／教養試験・適性検査・作文試験
【2次試験】
　第1次試験合格者に通知します。
【申込方法】
　（1）仙南地域広域行政事務組合総務課から所定の申込用紙の交付を受けて申し込む。
　（2）仙南地域広域行政事務組合ホームページから申込用紙をダウンロードして申し
　　込む。
【受付期限】
　8月 16日（火）まで　※郵送の場合、8月 16日（火）の消印有効

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　� 52-2628

みやぎ県南中核病院職員募集

受　験　資　格採用予定職　　種

助産師もしくは看護師の資格を有する方、または平
成24年 3月末日までに資格取得する見込みの方

20人程度助産師・看護師

薬剤師の資格を有する方1人薬剤師

第 2次試験第 1次試験区分

9月中旬頃8月 27日（土）試験日

第 1次試験合格者に通知しますみやぎ県南中核病院 2階講堂場　所

採用予定人数職　　　種試験区分

9人程度
消　　防初　　級

（高校卒業程度） 消防（救急救命士）

受　　験　　資　　格職　種

昭和 63年 4月 2日から平成 6年 4月 1日までに生まれた方で、平成
24年 3月末日までに普通自動車以上の運転免許（オートマチック車限
定を除く）を取得可能な方

消　　防

昭和 60年 4月 2日から平成 4年 4月 1日までに生まれた方で、平成
24年 3月末日までに普通自動車以上の運転免許（オートマチック車限
定を除く）を取得可能な方、かつ、救急救命士の資格を有する方、ま
たは平成 24年 4月末日までに取得見込みの方

消　　防
（救急救命士）

一律10万円を補助

震災住宅改修事業補助金の
申請を受け付けています
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　町では高齢者の肺炎への罹患（りかん）や重症化の予防のため、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。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お申し込みください。
�対象／65歳以上の方（年齢は接種日現在）※過去に接種された方は対象外
�自己負担料／3,500円（接種料金 7,500円のうち 4,000円を公費助成）
�持ち物／○本人確認ができるもの（健康保険証・介護保険証など）
　　　　　○予診票（申込後に自宅へ送付）
�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、しばた耳鼻咽喉科クリニック、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
�接種方法／健康推進課に電話または直接お申し込みください。該当する方へ予診票
　などを送付します。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。
�接種期限／9月 30日（金）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　子宮がん検診を 7月 30日（土）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24年3月31日現在）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　東日本大震災で予防接種を受けられな

かった方に対して、5月 20日の予防接

種施行令改正により特例で予防接種が可

能になりました。予防接種を受けるには、

事前に申請が必要になります。

�受付時間／ 8:30 ～ 17:15（平日）

�持ち物／

　○母子健康手帳

　○震災前に配布の予診票（手元にある方）

　○本人確認ができるもの（保険証など）

�接種期限／ 8月 31日（水）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　ファミリー・サポート・センター事業は「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。利用したい方、お手伝いしたい方、関心のある方はぜひご参加ください。

�日時／ 7月 19日（火）10：00～
�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 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）

■申 ■問  柴田町ファミリー・サポート・センター　� 87-7871

　麻しん風しん予防接種については、平

成20年度から平成24年度までの5年間

の措置として、高校3年生相当の方（4期）

に実施しています。5月 20日から、修

学旅行などで海外へ行く高校2年生に相

当する年齢の方も、4期として接種でき

るようになりました。

　接種を希望する方は、事前に電話連絡

の上、手続きをしてください。

�持ち物／

　○修学旅行など学校行事として海外へ

　　行くことが確認できるもの　

　○本人を証明できるもの（学生証、保

　　険証など）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　　国民年金保険料の納付が困難な方へ　　

7月は免除申請の時期です
　前年の所得が少ないなどで国民年金保険料の納付が経済的に困難な方は、本人の申

請手続きにより保険料の納付が免除される制度があります。前年の所得を審査基準と

しているため、所得申告をしていない方は申告が必要です（無収入の場合を含む）。転

入をされた方は、前住所地の市区町村から所得証明書などを取り寄せていただくこと

があります。また、以前に申請して却下となった方でも、7月以降は所得の審査対象

となる年が変わるため承認を受けられる場合があります。

　これまで保険料の全部または一部が免除になっていた方は、承認期間が6月で終了

していますので、7月以降も免除を希望するときは改めて申請の手続きが必要になり
ます。30歳未満の方に適用される「若年者納付猶予制度」についても同様に手続き

が必要です。ただし、保険料の全額免除または若年者納付猶予を受け、継続審査を希

望していた方は申請の必要はありません。継続審査後に結果が通知されます。

　申請が遅れるとその間の事故や病気について障害基礎年金などの給付を受けられな

いことがありますので、お早めに手続きをしましょう。

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

������������　　　

ファミリー・サポート・センター会員募集説明会

�������

��
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にこにこマンマ離乳食

　料理・健康づくり・物づくりなど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。

�場所／槻木生涯学習センター
�対象／町内に在住または勤務している20代・30代の男女
�募集人数／10人（先着順）　　�申込期限／7月 29日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　子育て支援センターは、柴田町在住の

子育て親子ならいつでもどなたでも自由

に利用できる交流の場です。スタッフに

よる遊びの提供や子育て相談などを実施

していますので、ぜひご利用ください。

�開放日時／
　毎週月曜日～土曜日　9：00～ 17：00

　（休日、年末年始を除く）

■問  子育て支援センターるんるん
　（船迫児童館内）　� 54-4040

�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。町内に

住所のない方で出席を希望される方は、11月 18日（金）までご連絡ください。

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 頃から数回開催の予定
�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してご応募ください（郵送、ＦＡＸ、Ｅメールなど）

�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て結果を通知します

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135　� 55-2132
　Eメール :social-edu@town.shibata.miyagi.jp

　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／ 8月 4日（木）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／ 15組（生後 5～ 10カ月
　の乳児と保護者）

�申込期限／ 7月 28日（木）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

子育て支援センターに
遊びにきませんか？

　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

し へ き

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／8月5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／8月19日（金）・25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／ 8月 3日（水）13：30～ 15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

　献血は身近にできるボランティアです。

皆さんのご協力をお願いします。

�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

20 代・30代でやっておきたい講座

内　　　　容日　　　時

将来設計～お金の話～（講話）8 月 21日（日）10:00 ～①

料理（初歩の料理教室）9 月 17日（土）  9:30 ～②

ストレッチ体操（講話と実技）11月 6 日（日）13:30 ～③

皮ベルトづくり（実技）12月 11日（日）13:30 ～④
※②～④は、日時が変更になる場合あり
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　170インチの大型スクリーンで迫力ある映画を上映します。ぜひご家族やお友達

と一緒にお楽しみください。

�日時／ 7月 27日（水）13：30～　※上映時間内は出入り自由
�場所／船岡生涯学習センター　　�対象／幼児、小学生　　�参加費／無料

■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520

　護身術・健康法など、日本の伝統文化

に触れてみませんか？動きやすい服装で

お越しください。

�日時／毎週金曜日
　子供クラス　17：45～（1時間）

　一般クラス　19：00～（2時間）

�場所／白幡集会所
�対象／子供クラス　3歳～小学生
　　　　一般クラス　中学生以上

■申 ■問  及川　

≪震災寄附金≫　　　　　　　　　　　　　　　　　

○東禅寺寺子屋企画（88,554 円）　○（社）柴田町シルバー人材センター会員・職員

一同（12万 3千円）　○家島敏子（50万円）　○退職公務員連盟船岡地区会（2万円）

　○ダンススポーツ槻木ステップ（2万 2千円）　（6月 27日現在、順不同、敬称略）

※5月 31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。

　竹でおもちゃや道具を作って、夏休み

親子で自然の中に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／町内小学生またはその親子
�募集人数／ 8組（先着順）
�参加費／ 1組 500円（実費）
�申込期限／ 8月 2日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�日時／8月21日（日）10：00～16：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／特設ステージでの野外ライブ
�申込期限／ 7月 24日（日）

■申 ■問  太陽・自然・人・in しばた実行委
　員会（舟山）　
　Ｅメール :

　7月 1日発行のお知らせ版「くらしの

ページ 7月健康を守る行事」（10ページ）

に誤りがありました。お詫びし訂正いた

します。

○ 8月 5日（金）1歳 6か月児健康診査

対象者

　誤）平成 22年 11月生まれの方

　正）平成22年 1月生まれの方

■問  健康推進課　� 55-2160

　くるくる回すとキラキラしてポワポワ

する不思議なスティックを作りませんか。

�日時／8月20日（土）13:30～16:00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／町内小学生（低学年は保護者同伴）

�募集人数／ 15人（先着順）

�参加費／ 200円（実費）

�申込期限／ 7月 29日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　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」といった心配はありま

せんか？専門の相談員が相談に応じます。

�日時／8月30日（火）10：00～15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 8月 16日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　竹細工で「竹とんぼ」を作り、中庭で

飛ばします。どれくらい飛ぶかな？楽し

く体験してみませんか。

�日時／ 7月 31日（日）10:00 ～

�場所／柴田町図書館（しばたの郷土館内）

�対象／町内の小学生

�募集人数／ 20人

�参加費／無料

�講師／佐藤由紀子氏

�申込期限／ 7月 26日（火）

■申 ■問  柴田町図書館　� 86-3820

　太陽の村にある望遠鏡で、春から夏の

星座を観望します。ぜひご家族でお越し

ください。

�日時／7月26日（火）19：30～20：30
�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
※時間内自由参加、無料（悪天候中止）
※足元が暗いため懐中電灯
　をお持ちください。

■問  柴田町星を見る会
　（豊川） 

夏休み子ども工作教室

「レインボースティック作り」
竹とんぼを作り飛ばそう！

上映時間上　　　映　　　作　　　品

16分なぜ？どうして？から考える小学生の自転車の安全な乗り方

20分大地しんから命を守ろう

60分トムとジェリー

お詫びと訂正

一心館合氣道教室

　　　自然体験チャレンジ工作

「竹で虫取りかご・水鉄砲を
作って自然へ飛び出そう！」

第 11回バンドフェスタ
in しばた
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　地上アナログ放送終了に向けて、現在ご利用中のアナログテレビに外付けして利用

できる簡易なチューナー（1台）の無償給付など支援を行っています。

※必要書類がすぐに準備できない場合は、本人確認できる証明書（免許証・保険証など公的機関
　発行のもの）

�申込書の入手方法／地デジチューナー支援実施センターへ電話で送付の依頼をして

　ください。ホームページでも送付の依頼を受け付けています。

�申込方法／

 郵送の場合

　「総務省 地デジチューナー支援実施センター」に郵送で申し込む場合は、支援の申

込書と上記の必要書類を返信用封筒に同封して郵送してください。

 臨時窓口の場合

　支援の申込書と上記の必要書類を「デジサポ地デジ臨時相談コーナー」などの窓

口に提出いただければ、簡易なチューナー（1台）を窓口でお渡しします。

■問  総務省 地デジチューナー支援実施センター　
　ナビダイヤル　� 0570-023724　

　ナビダイヤルが利用不可の場合　� 043-332-2525

　� 043-302-0284　（平日9:00～ 21:00、土・日・休日9:00～ 18:00）

　http://www.chidejishien.jp/

　県では、重点的に取り組む施策につい

て、職員が直接出向いて県民に説明する

「みやぎ出前講座」を実施しておりまし

たが、このたびの東日本大震災への対応

を踏まえ、今年度は当面の間、休止する

ことといたしました。

■問  県総務部広報課  � 022-211-2285

　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町

と協働で取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

　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

　ＮＴＴ東日本では、8月中旬以降、順次新しい電話帳を各ご家庭や事業所へお届け

します。その際、現在お使いの電話帳は、新しい電話帳とお取り替えいたしますので、

配達員へお渡しください。回収した古い電話帳は、地球環境保護や資源の有効活用の

ため、新しい電話帳の原材料となります。なお、ご不在などで配達員に古い電話帳を

渡せなかった場合、後日改めて回収に伺いますので、下記の「タウンページセンタ」

までご連絡ください。お届けする電話帳の変更や配達冊数の変更につきましても、タ

ウンページセンタまでご連絡ください。

■問  タウンページセンタ　� 0120-506-309（平日9:00～ 17:00）

　第 37回柴田町民ゴルフ大会を開催し

ます。皆さまの参加をお待ちしています。

�期日／ 8月 14日（日）
�場所／表蔵王国際ゴルフクラブ
�対象／町内居住者および町内勤労者
�募集人数／ 100人（先着順）
�参加費（申込時納入）／ 3,000 円（内
　500円を義援金とします）

�プレー代（当日納入）／メンバー 8,000
　円、ビジター 10,000 円

�競技方法／ 18ホールストロークプレ
　ー、新ペリア方式、フルハンデカット無

�申込期限／ 7月 20日（水）

■申 ■問  船迫ゴルフガーデン
　　� 57-1489
　表蔵王国際ゴルフクラブ
　　� 56-1711

夏休み体験茶会

「まちづくりの提案」募集中

ＮＴＴ東日本発行の電話帳を配達・回収します

柴田町民ゴルフ大会
東日本大震災復興支援チャリティーコンペ

必　要　書　類対　　　　象

ＮＨＫ受信料全額免除証明書、り災証明書
などの災害被災を証明する書類

ＮＨＫ放送受信料が全額免除の世帯

世帯員全員が掲載された住民票の写しおよ
び世帯全員分の市町村民税非課税証明書

市町村民税の非課税世帯
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■申 ■問  しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」（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　まちづくり政策課　� 54-2111

　ゆる . ぷら主催事業　

○ゆる .ぷら夏まつり2011　昔懐かしい柴田町
　子どもたちが楽しめる縁日の模擬店を開きます。また、ちょっと昔の町の写真を展示します。子どもから大人まで楽しめるお

祭りですので、どうぞお越しください。

�日時／ 7月 31日（日）10：00～ 17：00

○小物作り体験会
　かわいらしい小物を作る体験会です。夏休みの工作、思い出作りに最適です。どなたでも参加できます。お申し込みは「ゆる .

ぷら」までお電話ください。

�開館時間／10：00～ 18：00　　�休館日／7月 19日（火）、25日（月）開館時間・休館日

　 ギ ャ ラ リ ー 展 示　

○筆で書いた夏の風景の作品展（現代書道研究会）
　楽しみながら書いた小さな書作品です。どうぞお越しくだ

さい。

�期間／ 7月 12日（火）～ 24日（日）

○柴田町ちょっと昔の写真展
　ちょっと昔の写真を観て、懐かしいあの頃にタイムスリッ

プしてみませんか？

�期間／ 7月 26日（火）～ 8月 7日（日）

申込期限募集人数材料費内　　容受付または実施時間実　施　日

当日（先着順）10人500円プチバスケット作り
（紙バンドクラフト）

10：00～ 11：00受付
（所要時間 2時間）

7月 31日（日）

当日（先着順）5人800円うさぎのエコバッグ作り
（トールペイント）

13：00～ 14：00受付
（所要時間 2時間）

当日（先着順）20人500円ペーパークラフトのキーホル
ダー作り

10:00 ～ 16：00受付
（所要時間 1時間）

当日（先着順）10人500円色とりどりのタイルでキー
フック作り

10:00 ～ 16：00受付
（所要時間 30 分）

当日（先着順）10人800円キラキラタイルで海の宝石箱
作り

10:00 ～ 16：00受付
（所要時間 30 分）

7月31日（日）10人600円刺しゅう作品作り
（ミニ額に飾ります）

10：00～ 13：30受付
（所要時間 1時間）8月 2日（火）

8月2日（火）
15人

（各 5人）
450円ガラスの小皿作り10：00～ 10：30、11：00～

11：30、12：00～ 12：30
8月 3日（水）

7月30日（土）14人500円さわやかな自然の香りアロマ
スプレー作り14：00～ 16：00

8月4日（木）

10人500円ちぎり絵の立て掛け飾り作り10：00～ 12：00
8月 5日（金）

20人150円ちぎり絵のハガキ作り13：00～ 14：30受付
（所要時間 30分）

15人300円ちぎり絵のうちわ作り10：00～ 12：00

8月 6日（土）

10人800円レカンフラワーミニＢＯＸ作
り（立体の乾燥花）

13：00～ 15：00受付
（所要時間 1時間）

10人400円押し花のオリジナルうちわ作
り

13：00～ 15：00受付
（所要時間 30分）

申し込み不要なし各 100円押し花のはがき、しおり作り13：00～ 15：00受付
（所要時間 10分）

8月6日（土）30人200円押し花でコースター作り
（4枚作ります）

10：00～ 11：30受付
（所要時間 15分）8月 7日（日）

7月30日（土）
50人

（各 10人）
無料

和紙人形作り
（短冊の色紙に和紙のお人形
を作って貼ります）
※ハサミと 15cm程度の定規をお
　持ちください。

10：00～ 11：00
8月 10日（水）、　　　
12日（金）～ 14日（日）、
16日（火）〔5回〕　  　　
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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：7月 5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：7月 7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：7月 8日（金）】　

※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：7月 5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【採取日：7月 5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0.20船岡生涯学習センター0.16柴田町役場

0.17西住公民館0.18農村環境改善センター0.15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0.23船迫小学校0.14船岡小学校

0.22柴田小学校0.19槻木小学校0.27東船岡小学校

0.17槻木中学校0.25船迫中学校0.22船岡中学校

0.24たんぽぽ幼稚園0.29浄心幼稚園0.28第一幼稚園

0.20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0.22槻木保育所0.28船岡保育所

0.27西住児童館0.25三名生児童館0.21柴田児童館

0.20むつみ学園0.28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

2000.3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

0.29剣崎公園0.23白幡児童遊園0.32並松公園

0.26舘前緑地0.28下名生児童遊園

単位：μSv/h
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主な行事日学　校

ＰＴＡ奉仕作業20
船岡小学校
� 55-1064

県吹奏楽コンクール7槻木小学校
� 56-1029

夏休み作品展・
身体計測（低）

30～31

ＰＴＡ奉仕作業27
柴田小学校
� 56-1430

サマースクール24～25船迫小学校
� 55-5394

体位測定29～31

ＰＴＡ奉仕作業21西住小学校
� 53-3227

夏休み作品展30～9/2

ＰＴＡ奉仕作業20東船岡小学校
� 55-1811

夏休み作品展30～9/2

ＰＴＡ奉仕作業21船岡中学校
� 55-1162

3 年登校日
（実力テスト）

22～23

1・2年実力テスト26

駅伝激励会30

全学年登校日22～23槻木中学校
� 56-1331

駅伝激励会30

ＰＴＡ奉仕作業21船迫中学校
� 54-1225

3 年登校日
（実力テスト）

22～23

1・2年実力テスト25

駅伝激励会31

2 学期始業式26小学校共通

2 学期始業式24中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　今年度から実施する「まちづくり提案制度」の審査会を設置するに当たり、審査員

を募集します。

�対象／①～④のすべてに該当する方
①町内に住民登録をしている方、町内へ通勤通学する18歳以上の方（7月1日現在）

②平日の日中に開催する審査会に出席できる方 

③町が設置した審議会などの委員でない方（7月 1日現在）

④町議会議員、町職員ではない方 

�応募方法／所定の応募用紙に必要事項を記入し、まちづくり推進センターまで提出
　してください。（持参、郵送）
※応募用紙は、まちづくり推進センター・まちづくり政策課で配布しています。町ホームページ
　からもダウンロードできます。

�選考方法／応募書類により審査　　
�募集人数／2人以内（任期：平成25年3月31日まで）　　�申込期限／7月29日（金）

■申 ■問  柴田町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
　〒 989-1611　柴田町大字上名生新大原194-1

　町内の生涯学習センター・公民館には

図書室があります。各施設で新しく図書

を購入しましたので、どうぞご利用くだ

さい。購入した図書は、生涯学習セン

ターだより・町ホームページでお知らせ

します。詳しくは、各生涯学習センター

へお問い合わせください。

■問  槻木生涯学習センター  � 56-1997
　 船岡生涯学習センター  � 59-2520
　 船迫生涯学習センター  � 57-2011

　いよいよ夏本番、今年も食中毒の心配な季節がやってきました。この時期、特に気

をつけていただきたいのが魚介類に潜む腸炎ビブリオです。細菌の特性と家庭ででき

る食中毒予防のポイントをしっかりおさえて、家族の健康を守りましょう。

 腸炎ビブリオとは
　海水に潜む細菌の一種で魚介類に付着しています。3％の食塩濃度で最もよく発

育・増殖し、真水と熱に弱い性質を持っています。そのため、魚介類を扱う際には流

水で洗うこと、十分加熱をすることが大切です。

 食中毒予防のポイント

1　魚介類は冷蔵庫で保存しましょう。できるだけ冷蔵庫内の温度が下がらないよう

　ドアの開閉を少なくし、食材の詰め込みすぎに気をつけましょう。

2　生の魚や切り身など冷蔵庫で保存するときは、ラップなどをかけるか、ふたのあ

　る容器を使用しましょう。

3　魚介類を調理する場合、表面をよく洗浄し、内臓を取ったあとも十分に流水で洗

　浄しましょう。

4　魚介類を調理したら、まな板などの調理器具は洗剤を使って十分に洗浄し、熱湯

　などで消毒しましょう。また、手は石けんを使って十分洗浄しましょう。

5　加熱調理する食品は十分に熱をとおしましょう。調理後は早く食べましょう。

6　冷凍された魚介類を調理する場合は、流水もしくは冷蔵庫内で解凍するか、電子

　レンジを使って解凍しましょう。解凍後は、生の魚介類を調理する場合と同じよう

　に注意をしましょう。

■問  仙南保健所食品衛生班　� 53-3117

　「柴田町社会を明るくする運動強化月間」の運動として、児童生徒・青少年への防犯

啓発を目的に「チャイムで防犯呼び掛け」を行います。チャイムが鳴ったら自宅に帰

りましょう。

�期間／7月 16日（土）～ 31日（日）

■問  福祉課　� 55-5010

まちづくり提案審査会の審査委員を募集します
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