
■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

お知らせ版
平成23年9月15日

広報しばた・お知らせ版・第683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/

�職種および業務内容／

�募集対象／柴田町在住の方で、65歳未満の方
�雇用期間／10月 1日～平成 24年 3月 31日
�勤務条件／○勤務時間　月曜日～金曜日　8：30～ 17：15（7時間 45分） 月 15日

○賃金　日額5,813円（時間給 750円）

○雇用保険　加入　　○社会保険　なし

�申込期間／9月 15日（木）～ 22日（木）
�受付時間／8：30～ 17：00（土・日曜日、祝日を除く）
�申込方法／○受付窓口　柴田町役場上下水道課
　　　　　　○提出書類　市販の履歴書（写真添付）※書類は返却いたしません。

�選考方法／書類審査のほか面接を行います。

■申 ■問  上下水道課　� 55-2119

臨時職員を募集します

　船岡城址公園や白石川堤の一目千本桜

など、町で管理している「桜」の生育状

況を調査します。公園や道路沿いの桜の

写真撮影のほか、幹周りの測定や通行に

支障となる小枝のせん定などを行います。

なお、身分証明書を携帯した作業員が作

業を行います。ご不便をお掛けしますが、

ご協力お願いします。　※民有地へは、立
ち入りません。

�実施期間／
　10月上旬～平成 24年 3月上旬

■問  都市建設課　� 55-2121

応募資格職務内容募集人数職　　種

パソコン操作（ワード・エ
クセル）ができる方

上下水道課事務補
助に従事

1人一般事務等補助

　東日本大震災により被害を受けた建築物（自らが居住する住家）について、被

災者支援と二次災害防止のため、個人に代わり、町が解体撤去・処分の援助を行

います。

�対象／①り災証明書の判定が、全壊、大規模半壊と判定された建築物
　　　　②り災証明書の判定が、半壊とされた建築物については、解体撤去され

　　　　　た建築物、または解体撤去予定の建築物で状況を確認し町が適当と判

　　　　　断した建築物

�解体撤去の範囲／建築物の地上部分および基礎
�事業認定申請期限／9月 30日（金）

　

　6月から 10月はアメリカシロヒトリ（アメヒト）の発生期です。生態を知り、

早期発見と防除で被害の拡大を防ぎましょう。

�防除対策／巣を発見したら、速やかに葉や枝を切り取って処分してください。
　幼虫が分散してしまったら、殺虫剤などで防除する方法もあります。ただし、

　使用前に必ず近所に知らせ、注意事項を守り、人や家畜、作物などにかからな

　いよう注意して使用しましょう。

　　また、公共施設などで発見した場合は、施設管理者へ連絡をお願いします。

　管理者が不明な場合は、町民環境課へご連絡ください。

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113

損壊建築物の解体撤去・処分について

早早早早早早早早早早早めめめめめめめめめめめののののののののののの対対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策策でででででででででででアアアアアアアアアアアメメメメメメメメメメメヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒトトトトトトトトトトト防防防防防防防防防防防除除除除除除除除除除除

�運動の基本／
　子どもと高齢者の交通事故防止

�運動の重点／
　1．夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車

　　乗車中の交通事故防止（特に、反射

　　材用品などの着用の推進および自転

　　車前照灯の点灯の徹底）

　2．すべての座席のシートベルトとチ

　　ャイルドシートの正しい着用の徹底

　3．飲酒運転の根絶

　4．交差点の安全確認と追突事故の防

　　止（柴田地区の重点）

■問  まちづくり政策課　� 54-2111



お知らせ版●2 第 683号

　交流人口（観光客をはじめとする柴田町への来訪者）の増加促進を目的に、皆さん

に愛される柴田町のイメージキャラクター（ゆるキャラ）のデザインを募集します。

　採用されたキャラクターデザインは、柴田町内で開催するイベントや物産展、観光

キャンペーンなどで盛り上げ役として、また、町ホームページや観光パンフレットへ

の掲載、ゆるキャラとして着ぐるみなどに使用させていただきます。

�作品内容／
　（1）「花のまち柴田」をイメージするもの。

　（2）柴田町の歴史・文化・自然などをモチーフとした親しみやすいデザインである

　　こと。

　（3）ぬいぐるみや着ぐるみなどにも活用できるもの。

　（4）柴田町の魅力を町内外にアピールでき、観光客の誘致促進、地域経済の活性化

　　などにつながるもの。

�応募資格／どなたでも応募できます。
�募集期間／9月 15日（木）～ 11月 15日（火）
　　　　　　　※郵送の場合は、11月 15日（木）の消印有効

�応募方法／持参または郵送とします（Ｅメール、ファックスは不可）。
　　　　　　　※応募費用（郵送料など）は、すべて応募者本人の負担となります。

�賞／最優秀作品（1点）　賞金 5万円
　　　※ただし、受賞者が高校生以下の場合は、相当額の図書カードとします。

�そのほか／詳細については募集要領をご覧ください。募集要領は、まちづくり政策
　課、まちづくり推進センター、槻木事務所、生涯学習施設に備え付けています。ま

　た、町ホームページでもご覧いただけます。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111
　〒 989-1604　宮城県柴田郡柴田町船岡中央2丁目3-45

　ポリオの予防接種を行います。指定日

が都合の悪い場合は、下記のいずれかの

日に接種してください。（予約不要）

�対象／ 3か月～ 7歳 5か月児
※標準的な接種年齢は3か月～1歳 6か月で
　すが、5か月までのお子さんはＢＣＧ予防
　接種を優先してください。

�受付時間／ 12：45～ 13：15
�場所／保健センター 1階

 予防接種を受けることができない場合
①発熱がある、または病気にかかっている

②下痢をしている

③けいれんを起こして3カ月以上経って

　いない

④ＢＣＧ・麻しん風しんなど生ワクチン

　接種後 4週間、三種混合など不活化ワ

　クチン接種後1週間以上たっていない

⑤医師の診断により、予防接種を行うこ

　とが適当と認められなかった場合

　（服薬中、病気が治ったばかりなど）

■問  健康推進課　� 55-2160

　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ます。

�提案の種類／
　○意見提案：町内で実施される不特定かつ多数の町民の利益増進事業などについて、

　　　　　　　アイディアの提案をするものです。

　○実践提案：町内で実施される不特定かつ多数の町民の利益増進事業などについて、

　　　　　　　提案者が町と協働での実施を提案するものです。提案者自らが実施に

　　　　　　　関わるものが対象となります。※過去に提案されたものの再提案も可能です。

�提案できる方／町内に住所を有する方、または町内へ通勤・通学している方および
　町内の地域コミュニティ団体、住民活動団体、事業者。

�募集期限／10月 15日（土）
�提出方法／提案制度の募集要領・提案用紙に必要事項を記入の上、まちづくり推進
　センターに提出ください。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。

�採択／意見提案で採択されたものは、町の事業や町政に反映されるなど、まちづく
　りへ生かされます。実践提案で採択されたものは、事業実施に向けて町担当部署と

　協議を開始し、事業内容や役割分担などについて合意できた場合、実践提案実施計

　画書を作成し事業を実施します。町は、その計画書に基づき、実施に必要な支援を

　行います。

■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

　「所有者が亡くなったけど、相続登記

はどうすればいいの」「土地を購入したけ

ど、登記はどうすればいいの」「会社の役

員変更登記はどうすればいいの」など、

さまざまな登記相談に応じるため、仙台

法務局では、専用のフリーダイヤルを開

設しています。

�専用フリーダイヤル／�0120-227-746
�受付時間／（平日）8：30～ 17：15
　　　　　　（休日）9：00～ 16：00

■問  仙台法務局民事行政部総務課
　� 022-225-5718

柴田町「花のまちイメージキャラクター」を募集

対　　象接種日

平成 22年 7月～
　9月生まれのお子さん

10月 12日
（水）

平成 22年 10月～
　12月生まれのお子さん

10月 13日
（木）

平成 23年 1月～
　3月生まれのお子さん

10月 17日
（月）

平成 23年 4月～
　6月生まれのお子さん

10月 26日
（水）

7歳 6か月未満で未接種
のお子さん

10月 27日
（木）

平成 23年度 第 2回 まちづくり提案制度提案募集



お知らせ版 ●3第 683号

　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、そして4分

の 1免除の 4つの種類があります。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、保険料を全額納めた期間と

同じと見なされます。

◆免除されると年金額は減額
　保険料免除期間は、老齢基礎年金の年金額を計算する上では、免除の種類に応じて

減額されます。保険料を全額納めたときを1とすると、全額免除期間は2分の 1、4

分の 3免除期間は 8分の 5、半額免除期間は4分の 3、4分の 1免除期間は 8分の 7

で計算されます。なお、平成21年 3月以前に免除を受けた期間は、全額免除期間は

3分の 1、4分の 3免除期間は 2分の 1、半額免除期間は3分の 2、4分の 1免除期

間は 6分の 5で計算されます。

　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ないカラ期間と

見なされます。

◆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。ただし、平成21年度および平成22年

度中の免除期間については、この加算はありません。

　なお、追納した月については、追納したその日に保険料が納付されたものと見なさ

れ、基礎年金等の受給資格期間や年金額等の計算においては、保険料納付済期間とし

て取り扱われることになります。

　保険料を追納するための納付書の発行には申し込みが必要ですので、お近くの年金

事務所またはお住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。追納の申込みをして

承認されれば、通知書と納付書が送られてきます。追納は先に経過した古い月の分か

ら納めなければなりませんが、誤って新しい月の分を納めた場合には、保険料が還付

されます。また、納付書に記載されている期限までに追納をしないと、納めた保険料

は還付されることになります。

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

　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ています。対
象の方には、個別に通知を送付していま
す。通知が届かない場合は、ご連絡くだ
さい。受診券がないと受診できません。
�健診期間／ 10月 31日（月）まで
�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）
�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
�対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方
※年齢は、平成 24年 3月 31日現在です。

�自己負担料／ 1,000 円

■問  健康推進課　� 55-2160

　親子で楽しめるディズニーの最高傑作「トイ・ストーリー3」を大ホールで2回上

映。平土間ホールでは視聴覚教材センター保有の楽しい映画を上映します。また、仙

南地域の貴重な自作視聴覚教材の上映や紙芝居の展示・お絵かき（ぬりえ）ができる

コーナー、太陽望遠鏡の観察体験もできます。入場は無料です。

�日時／ 10月 2日（日）10：00～ 15:00　　�場所／えずこホール（大河原町）
�上映作品／大ホール ｢トイ・ストーリー3」（1回目 10：00～、2回目 13：00～）
　平土間ホール「ジャングル大帝」など12本（上映時間は会場で確認ください）

■問  仙南地域広域行政事務組合・視聴覚教材センター　� 52-3433

免除された保険料を追納すると、
満額満額の年金額年金額に近づけることができます

　結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、
基本健康診査は9月30日（金）までの実
施です。忘れずに受診しましょう。
　申し込まれていない方で受診をご希
望の方は、9月27日（火）までお申し込
みください。当日、会場での受診票発
行はできません。日程や会場などの詳
しい内容は、お知らせ版9月1日号をご
覧ください。

　結核・肺がん検診、特定健診、後期高齢
者健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）

�受付時間／9：00～11：15
�内容／○歯や歯茎、入れ歯などについて
　歯科医に相談 ○簡単に歯の状態を診察
�対象／40歳以上の方

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

場所実施日

保健センター
9月 22日（木）

9月 28日（水）



お知らせ版●4 第 683号

　平成23年 3月 11日から 9月 30日までの間に到来する全ての国税の申告・納付

の期限が、平成23年 9月 30日になります。国税の申告・納付義務がある個人や法

人の方で申告・納付がまだお済みでない方は、9月 30日までに手続きをお願いしま

す。また、9月 30日までに申告所得税や個人事業者の消費税および地方消費税に係

る平成22年分の確定申告書を提出した方で振替納税をご利用の方の振替納付日は、

平成23年 10月 31日になります。

■申告などの手続きが困難な方
　震災により、9月 30日までに申告・納付の手続きが困難な方については、個別に

期限の延長が認められますので、状況が落ち着いた後、大河原税務署にご相談くださ

い。

■震災に伴う税金相談
　震災により、住宅や家財などに損害を受けた個人の納税者の方は、確定申告を行う

ことにより、所得税の還付、住民税の軽減を受けることができる場合や、自動車重量

税の還付を受けることができる場合があります。この場合は、9月 30日以降にも手

続きをすることができますが、すでに相談・申告を受け付けておりますので、お早め

に大河原税務署にご相談ください。

■問  大河原税務署　� 52-2202

　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／10月5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

�日時／10月13日（木）9：45～11：30

�場所／西住児童館

�対象／2歳～就学前のお子さんと保

　護者

�募集人数／ 20組

�持ち物／各自必要なもの

�申込期限／ 10月 7日（金）

■申 ■問  柴田町子育て支援センター　� 54-4040

一緒に遊ぼう
～西住児童館のお友達と遊びましょう～

　子どもの発達は 3歳までが著しく、

この期間にたくさんのことを経験させ

ることが望ましいと言われています。

3歳になる前のこの大切な時期に、楽

しいイベントに参加して、親子のきず

なを深め、子育てのヒントをつかみま

せんか。

　

�対象／平成21年4月～平成22年3
　月生まれのお子さんと保護者

�募集人数／ 50組程度
�参加費／無料
�申込期限／ 9月 30日（金）

参加親子募集
3歳児ワールド2011

　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／10月7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／10月14日（金）・28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

�募集対象／日本画・洋画・書・写真・
　工芸の 5部門

�テーマ／自由
�応募資格／県内在住の 60歳以上でア
　マチュアの方

�出展料／ 500円（出展は各部門一人 1点）
�申込期限／ 10月 20日（木）
�展示会場／宮城県美術館県民ギャラリー
�展示期間／ 12月 1日（木）～ 4日（日）

※入場無料

�そのほか／部門ごとに応募規定があり
　ます。詳しくは、下記までお問い合わ

　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

�日時／10月7日（金）10：00～11：30

�場所／子育て支援センター

�内容／ストレスマネジメントとリラク

　セーション　～震災後の心のケア～

�講師／松田るり氏（臨床心理士）

�対象／子育て中の方

�募集人数／ 20人（託児あり）

�申込期限／ 10月 3日（月）
※講座後は、希望者の個別相談を受け付け
　ます。
※託児を希望される方は、午前9時40分ま
　でお越しください。
※全 4回の予定です。2回目以降の募集は、
　後日、お知らせ版でお知らせします。

るんるん子育て講座
第 1回　わらべ歌と絵本読み聞かせ
�日時／10月5日（水）10：00～11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�講師／横田敬子氏（絵本の横田や）

第 2回　親子ふれあい体操教室
�日時／ 11月 5日（土）10：00～ 11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�講師／幼児体育研究所仙台支部

第 3回　音楽と劇 ｢みんなおいで！」
�日時／12月17日（土）10：00～11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�講師／柴田町子育てサポーター

第 19回宮城シニア美術展

国税に関する申告・納付などの期限について
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　かけがえのない命を守るため、みんなで支えあえる町を目指して「こころの健康サ

ポーター養成講座」を開催します。連続して出席できなくても参加できます。

�対象／町内在住の方　　　�募集人数／50人（先着順）　　　�参加費／無料
�申込期限／9月 30日（金）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

�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、柴田町

の成人式に出席を希望される方は、11
月 18日（金）までご連絡ください。

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

　水泳の基本動作を習得し、水に慣れ親しみ、水は怖くないことを体験します。

�期間／ 10月 1日（土）～ 29日（土）　左記期間の土曜日　9：30～ 11：30
�場所／宮城県仙南総合プール
�募集人数／成人15人　　　�受講料／2,500円　※プール使用料は個人負担です。
�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など
�申込期限／9月 29日（木）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）　

　小中高の各学部による学芸発表や展示

など、さまざまな催しがいっぱいです。

�日時／ 10月 8日（土）9：30～ 14：25
�場所／宮城県立船岡支援学校
�内容／学芸発表（劇、音楽）や作品展
　示・販売など

■問  宮城県立船岡支援学校  � 54-2213

　10月 15日（土）から 16日（日）にかけて行う「槻木地区ふるさとまつり」の参加者

を募集します。

�まつりの催し物／芸能・芸術文化の発表・展示など。
�参加要件（出展・出演資格）／
　○槻木小学校区内の住民で、芸術文化活動をしている個人や団体であること。

　○出展・出演する個人や団体代表者は、必ず実行委員となっていただくこと。

�申込期限／9月 22日（木）

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　家でもできるプチ実験や絵本の読み聞

かせを行います。また、色の変わる「カ

ラーマジックケーキ」を紹介します。申

し込み不要で、だれでも参加できます。

�日時／9月22日（木）13:30～15:30
※途中からの参加も可能

�場所／ぴいかぶうのへや「のばら」
　（庄子さん宅：船岡中央 2丁目）

�参加費／無料

■問  ＪＳＴ理科大好きボランティア（田澤）
　（平日10:00～ 16:00）

　町内で活動する合唱グループの面々が、心に残る童謡や昔懐かしいヒット曲などを

歌います。入場は無料です。

�日時／ 10月 2日（日）13：00～　　�場所／槻木生涯学習センター
�出演団体／樅ノ木女声合唱団、つきのき女声コーラス、コンセール・アミ
�友情出演／佐藤忠義氏、柴田童謡愛好会
�主催／柴田町コーラスグループ合唱祭実行委員会（柴田町教育委員会共催）

■問  生涯学習課　� 55-2135

　太陽の村にある望遠鏡で、夏から秋の

星座を観望します。ぜひご家族でお越し

ください。

�日時／9月27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（天候不良時は中止）
※足元が暗いので懐中電灯を持参してください。

■問  柴田町星を見る会（豊川）  

第 1回 成人初心者水泳教室受講者募集

こころの健康サポーター養成講座

槻木地区ふるさとまつり　参加者（実行委員）を 募集します

内　　　　　容場　所日　 時

講話「自殺予防、今私たちにできること」
講師：白澤英勝氏（東北会病院理事長）

槻木生涯学習
センター　　

10月 28日（金）
13：30～ 15：00

第
1
回

講話「こころを聴く」
講師：田中■子氏（仙台いのちの電話常務理事）

保健センター
11月 28日（月）
13：30～ 15：00

第
2
回

講話「気づき・聴き・つなぎ・見守る
　　　　　～あなたもゲートキーパー～」
講師：志村祐子氏（東北福祉大学総合福祉学部
　　　　　　　　　　 社会福祉学科准教授）

船迫生涯学習
センター　　

12月 2日（金）
10：00～ 11：30

第
3
回
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　快適で住みよい町にするために、町民の皆さんと町長が地区内で抱えている課題や

問題をいかに解決するかを話し合う「まちづくり住民懇談会」を、今年度から行政区

単位で開催しています。

　懇談会では、「東日本大震災の町の対応状況」「第5次柴田町総合計画」「今年度の

予算」など町長から町政報告をして、その後に皆さんから「地域の将来と課題」をテー

マに、さまざまなご意見やご提案などをいただきます。

　この機会に、皆さんの声をお聞かせください。皆さんの参加をお願いいたします。

■10月の開催予定

�持ち物／平成23年度予算説明書「よくわかる町の仕事と予算」

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　8月末の余震で天井断熱材の一部が落

下したため、建物全体を確認したところ、

安全管理上、詳細な被害調査などが必要

となりました。利用団体にはご不便をお

掛けしますが、10月 2日から被害調査・

設計および修繕が終了するまでの間、施

設貸し出しを停止します。貸出再開につ

いては後日お知らせします。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

　雑貨、家電製品、手芸品、子ども服、靴、おもちゃ、絵本など。
※飲食物の販売はできません。

�日時／10月30日（日）10：00～14：30　　�場所／柴田町地域福祉センター駐車場
�募集区画／10区画（1区画 4ｍ× 3.5 ｍ）
※応募者多数の場合は抽選とします。ただし、町内在住の方を優先します。
※参加者は売上の一部を、被災地への義援金としてご協力いただきます。

�申込期限／9月 30日（金）

�日時／10月30日（日）10：00～11：00　　�場所／柴田町地域福祉センター
�対象／ハイハイ歩きが出来る赤ちゃんと保護者　　�募集人数／20組（先着順）
�申込期限／9月 30日（金）

　杉の子福祉コーラスと大森恵先生が、楽しい企画盛りたくさんでお待ちしてお

ります。大人の方のみの参加も可能です。

�日時／ 10月 17日（月）、18日（火）10：30～ 11：50　　
�場所／柴田町地域福祉センター　　�対象／未就学児とその親子　
�募集人数／30組（先着順）　　　  �参加費／300円（1世帯）
�申込期限／10月 7日（金）　　　　※社会福祉協議会会員は無料

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

�日時／ 10月 8日（土）17：00～
�場所／白石市中央公民館
�内容／①ひんやり冷たい生うに入りパ
　スタ　②豚バラ肉と野菜の沢煮　③か

　りっと揚げたキスのサラダ青こしょう

　ソース

�参加費／ 2,000 円
�持ち物／ハンカチ、タオル、エプロン
　筆記用具

�申込期限／ 10月 1日（土）

■申 ■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

　イベント・観光・物産情報や災害・防

災に関する情報など、町からのさまざま

な情報を、皆さんの携帯電話やパソコン

に電子メールでお届けするサービスを開

始しました。ぜひご利用ください。

 パソコンから登録する場合
　町ホームページ（http://www.town.

shibata.miyagi.jp/）内からパソコンや

携帯電話へのメール配信を登録できます。

 携帯電話から登録する場合
①登録専用メールアドレス（ml@mm.

　town.shibata.miyagi.jp）へ空メール

　を送信してください。

②サービスの登録受付メールが届きます

　ので、内容に従って登録してください。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

フリーマーケット出店募集

赤ちゃんハイハイ競争参加者募集

親子でリトミックをしよう　～ハロウィンコンサート～

対象行政区場　　所日　　時

11Ｄ区新大原集会所
10月 4日（火）
　　19：00～ 21：00

18 Ｂ区第 18Ｂ区集会所
10月 7日（金）
　　19：00～ 21：00

14 区・15区・16区槻木生涯学習センター
10月 28日（金）
　　19：00～ 21：00

船船船船船船船船船船岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育館館館館館館館館館館船岡体育館ののののののののののの施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設施設
貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸しししししししししし出出出出出出出出出出しししししししししし貸し出しののののののののののの停停停停停停停停停停止止止止止止止止止止停止

　蔵王男子厨房に
  入ろう会 10月例会

※ＱＲコード読み取り対応

　機種の場合ご利ください。
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　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。

■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（米）　� 55-2122

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：9月 6日（火）】　

測定値測定値測定値

0.12槻木生涯学習センター0.17船岡生涯学習センター0.13柴田町役場

0.14西住公民館0.14農村環境改善センター0.13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火曜日に測定。

単位：μSv/h
町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：9月 7日（水）】　

測定値測定値測定値

0.23西住小学校0.21船迫小学校0.16船岡小学校

0.28柴田小学校0.17槻木小学校0.26東船岡小学校

0.20槻木中学校0.24船迫中学校0.21船岡中学校

0.20たんぽぽ幼稚園0.30浄心幼稚園0.26第一幼稚園

※毎週 1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.23熊野幼稚園

単位：μSv/h
児童福祉施設の測定結果【測定日：9月 8日（木）】　

測定値測定値測定値

0.26西船迫保育所0.21槻木保育所0.29船岡保育所

0.26西住児童館0.26三名生児童館0.21柴田児童館

※毎週 1回測定。0.21むつみ学園0.24船迫児童館

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）
水道水の放射能測定結果【採取日：9月 6日（火）】　

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）

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）

※検査は放射性ヨウ素、放射性セシウムともに宮城県企業局

単位：μSv/h
公園の測定結果【測定日：9月 5日（月）】

測定値測定値測定値

0.21剣崎公園0.20白幡児童遊園0.39並松公園

※毎週 1回測定。0.26舘前緑地0.30下名生児童遊園

【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100cm、小学校・幼稚園・児童福祉施設：地表から50cm、公園：地表

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）平成23年産米の放射能測定結果（予備調査）【採取日：8月 26日（金）】

食品衛生法に基づく食品中の暫定的な規制値放射性セシウム採 取 場 所

500不検出上名生・槻木・四日市場
上川名・葉坂

※収穫後実施する本調査で、米の安全性が確認されるまでは出荷や販売などの自粛をお願いします。　※検査は宮城県農林水産部。
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主な行事日学　校

遠足（3年）
福祉体験学習（4年）

4
船岡小学校
� 55-1064

宿泊学習（5年）6～7

遠足（1年）14

フリー参観20

就学時発達検査27

ＰＴＡバザー29

音楽発表会31

ＰＴＡ行事（4年）7槻木小学校
� 56-1029 修学旅行（6年）12～13

就学時発達検査14

フリー参観
持久走大会

19

社会見学（3年）27

全校遠足4柴田小学校
� 56-1430 就学時発達検査11

校内図工展20～22

学習発表会22

振替休業日24

修学旅行（6年）6～7船迫小学校
� 55-5394 社会見学（3年）12

宿泊学習（5年）13～14

就学時発達検査18

自由参観7西住小学校
� 53-3227 合同発表会22

振替休業日24

就学時発達検査28

就学時発達検査7東船岡小学校
� 55-1811 音楽学習発表会22

振替休業日24

防犯教室4船岡中学校
� 55-1162 文化祭

合唱コンクール
22

学習相談日26

芸術鑑賞（2年）27

実力テスト（3年）28

振替休業日3槻木中学校
� 56-1331 文化祭

合唱コンクール
15

振替休業日17

振替休業日3船迫中学校
� 54-1225 中体連三地区大会8

文化祭22

振替休業日24

臨時休業日25小中学校共通

郡新人大会
実力テスト（3年）

1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。

�内容／
　○ふるさとの食卓（日本型の食事を演出し、「しばたのおいしいごはん」を紹介）

　○餅つき体験（きねと臼を使い自分でついたモチをその場で試食）　

　○おそとであそぼう！ (竹馬など、昔の遊び）　○町の特産物を景品にした抽選会

　○朝採り野菜、加工品や花などの地場産品の即売　○わら細工の実演

�主催／しばたコメ祭り実行委員会
※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

　視覚支援学校の教育内容を、一般の

方々にもご理解いただくために毎年実施

しています。お気軽にご連絡ください。

�日時／10月17日（月）10:00～15:00
�場所／宮城県立視覚支援学校
　　　　（仙台市青葉区上杉六丁目 5-1）

�内容／公開授業、視覚補助具や点字等
　の紹介や全盲・弱視体験

■申 ■問  宮城県立視覚支援学校（千田）
　�022-234-6333　�022-234-7974

　「完全無料」だと思って、メールのＵＲＬに好奇心からアクセスしたら思わぬ高額を

請求されたトラブルが多くなっています。

 だまされないためのポイント
1．見知らぬ相手にはアクセスしない
　ちょっとした好奇心はトラブルの原因になります。不審なメールは無視してすぐ

に削除しましょう。

2．画面のクリックは慎重に
　ワンクリックしただけで勝手に有料サイトに登録されることもあります。クリッ

ク前に利用規約も確認しましょう。

3．不備のあるサイトの請求は無効
　申し込みや訂正の確認画面がなかったら支払う必要はありません。

4．個人情報を安易に知らせない
　電話番号が知られるのでこちらからは連絡しない。

■問  町民環境課　� 55-2113

　この議員研修会は議員だけでなく、町

民の皆さんと一緒に勉強したいと考えて

います。参加は無料です。

�日時／10月2日（日）10：00～11：50
�場所／保健センター 4階
�講師／高成田享氏（東日本大震災復興
　構想会議委員、仙台大学教授）

�主催／柴田町議会

■問  議会事務局　� 55-2136

■ふるさとの食卓昼食券の販売について
�料金／前売り1,000円（当日：一般1,100円、小学生 500円）
※お食事は材料などに限りがありますので、事前に前売り券をお求めください。

�発売日／10月 3日（月）
�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）

若者たちは狙われている！　
～トラブルその1「携帯電話のトラブル」～
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