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�12月28日（水）まで平常業務（16：30
　まで受け付け）

�12月29日（木）、30日（金）は16：00
　まで受け付け

� 1月 3日（火）から平常業務（16：30ま
　で受け付け）
※終了時刻の 30分前には持ち込むようお願
　いします。

■問  角田衛生センター　� 63-2140

　1月 1日（日）、2日（月）は業務が休み
になります。

�年末…12月 31日（土）まで平常業務
�年始…1月 3日（火）から平常業務

■問  町民環境課　� 55-2113

船岡平和観音「初詣」初日の出は船岡城址公園へお越しください。
�日時／ 1月 1日（日）6：00～ 8：00　　�場所／船岡城址公園
�内容／スロープカー運行（往復：大人300円、小人 200円）

太陽の村「元旦祭」太平洋を望みながら、 七峰山 から昇る日の出をご覧ください。ななうねやま

�日時／ 1月 1日（日）6：00～ 8：00※祈願祭 6：30～　　�場所／柴田町太陽の村
�内容／ゆず湯の無料サービス

■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970

　12月 29日（木）、31日（土）～ 1月 3日（火）はお休みです。ごみの出し方カレン
ダーをご確認の上、出し忘れのないようにご注意ください。

　

　12月22日（木）までに申し込まれた方については、年内中にくみ取りをします。年
末は大変混雑しますので、早めにくみ取り業者に申し込みください。年始は、1月 4
日（水）から平常業務になります。

�し尿くみ取り業者…㈲柴田衛生社  � 54-1501、渡辺清掃社  � 56-1755
　　　　　　　　　　あおば衛生社  � 52-4290

�もやせるごみ…大河原衛生センター　� 52-2759
　年末 12月 30日（金）16：30まで受け付け、年始 1月 4日（水）8：30から受け付け
�もやせないごみ…仙南リサイクルセンター　� 0224-33-2225
　年末 12月 30日（金）16：30まで受け付け、年始 1月 4日（水）8：30から受け付け

■問  町民環境課　� 55-2113

　各生涯学習センター、公民館、体育館、

しばたの郷土館、柴田町図書館などの社

会教育施設の年末年始の休館日をお知ら

せします。

�年末年始の休館日／
　12月 28日（水）～ 1月 4日（水）
※役場閉庁期間とは異なります。

■問  生涯学習課　� 55-2135

年末の収集日

缶　　　類12月22日（木）

紙　資　源12月24日（土）

容器包装プラスチック類12月27日（火）

その他プラスチック類12月28日（水）

もやせるごみ12月30日（金）

年始の収集日

無色透明ビン1月4日（水）

ペットボトル1月5日（木）

もやせるごみ1月6日（金）

※ごみは、正しく分別し、収集当日の午前 8時ま
　でに指定袋に入れて出してください。
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　乳がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。12月 28日（水）までに受診
票が届かなかった場合はご連絡ください。なお、当日会場での受診票発行はできませ

ん。追加申込を希望される方は、1月 27日（金）までにお申し込みください。

�受付時間／1回目 9：00～ 9：30、2回目 9：30～ 10：00、3回目 10：00～ 10：30、
　4回目12：45～13：15（受診票に記載されている指定日時が都合の悪い場合は、期間中

　いずれかの日時に受診してください。受診票の裏面にも検診日程を記載しています）

�対象／30歳～ 39歳の女性、40歳以上で奇数年齢の女性
※年齢は平成24年 3月 31日現在

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　平成20年度から平成 24年度までの 5年間、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日までですが、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。まだ受けていない方は冬休みなどを利用し、早めに受

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・紛失などの理由により、予診票がない方はご連絡ください。

 注意事項
○麻しん風しん予防接種の後は、4週間以上あけてほかの予防接種を受けてください。

○インフルエンザ予防接種の後は、1週間以上あけて接種をしてください。

■問  健康推進課　� 55-2160

○職場を辞めて保険証を返還したら
　職場などの健康保険をやめた方で、ほかの健康保険に加入しない場合は、国民健康

保険への加入手続きが必要です。退職した日から14日以内に手続きをしてください。

また、国民健康保険税は、加入の届出日からではなく、資格を得た月（退職日翌日の

属する月）の分から納めなければなりません。加入手続きが遅れると1期あたりの国

民健康保険税額が多くなり、ご負担が大きくなりますのでご注意ください。　
○就職して職場の保険証をもらったら
　職場などの健康保険に加入した場合や、ほかの健康保険の被扶養者になった場合は、

国民健康保険の喪失手続きが必要です。この手続きをしないと、国民健康保険加入者

とみなされているため、国民健康保険税が課税されたままとなります。必ず資格喪失

の手続きをしてください。

■問  健康推進課　� 55-2114

　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」といったご心配はありませんか。

専門の相談員が相談に応じます。（要予約）

�日時／1月12日（木）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 12月 22日（木）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　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／1月6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／1月13日（金）・27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

　初めての妊娠の方、何度か経験してい

る方、喜びや楽しみとともに、それぞれ

悩みや不安があるのではないでしょうか。

妊婦同士の交流を通して、健康に妊娠期

を過ごせるように、一緒に体験しません

か。予約は不要です。当日直接会場にお

越しください。

�日時／ 1月 19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／ママ体験（胎児人形抱っこ体験な
　ど）、妊娠中の食生活、歯の手入れについ

　て、妊婦生活についてみんなで語ろう！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

場　　　　所実　　　施　　　日

保健センター1月13日（金）、16日（月）

槻木生涯学習センター1月17日（火）、18日（水）、19日（木）、20日（金）、21日（土）

保健センター
1月23日（月）、24日（火）、25日（水）、26日（木）、27日（金）、
28日（土）、30日（月）、31日（火）、2月1日（水）、2日（木）
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直売所出荷者向け
栽培講習会

　平成19年度より七作地区を中心に実施してきた、都市再生整備計画事業（旧まち
づくり交付金事業） が今年度で完了します。当計画では「住む人に安心とゆとりをも
たらす快適な住環境の整備」を目標に、七作地区の道路整備や新栄通りの植樹などの
事業を実施しました。このたび、事業効果を検証するための事後評価原案を作成しま
したので、町民の皆さんに公表します。つきましては、今後のまちづくりの参考とさ
せていただきたいと考えていますので、評価原案に対するご意見をお寄せください。
�閲覧期間および意見受付期間／ 12月 15日（木）～ 28日（水）
�閲覧場所および閲覧時間／ホームページに掲載するほか、次の場所で資料の閲覧が
　できます。
　（1）都市建設課、槻木事務所／
　　　午前8時 30分～午後 5時 15分（土・日曜日、祝日を除く）
　（2）槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター／
　　　午前9時～午後 5時（日・月曜日、祝日を除く）
�意見の提出方法／電話・ファックス・郵送・電子メール・直接持参のいずれかの方
　法で提出ください。

■問  都市建設課　�55-2121　�55-4172　〒989-1692　船岡中央2丁目3-45
　Ｅメール：construction@town.shibata.miyagi.jp

　町では、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ています。容器の購

入をお考えの方は、交付申請の手順をご

説明しますので、購入前にお問い合せく

ださい。

�交付条件／町内に住所を有する個人
�補助額／
　○ＥＭ式生ごみ堆肥化容器

　　購入金額の2分の1以内で上限3,000円

　○電気式生ごみ処理機

　　購入金額の3分の1以内で上限20,000円

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113

　地産地消の推進を目的として活動している「柴田町地産地消推進協議会」加盟の町
内4直売所で、今年最後の販売となる「歳末感謝祭」を開催します。直売所ごとにお
楽しみイベントや新鮮地場野菜、お正月用品などの販売も行いますので、ぜひお越し
ください。なお、切り餅の当日販売は数に限りがありますので、12月 19日（月）まで
ご予約を承っています。

　

 
■問  柴田町地産地消推進協議会事務局（ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部）
　� 56-1212

　直売所出荷者を対象とした栽培講習会

を開催します。年間の作付計画や直売所

向け野菜（少量多品目野菜）の栽培方法に

ついて学びます。これから直売所に出荷

を考えている方も、ぜひご参加ください。

�日時／ 1月 16日、30日、2月 13日、
　27日の月曜日　13：30～ 15：30
�場所／Ａコープ槻木店（2階）
�対象／町民
�募集人数／ 30人
�参加料／無料
�申込方法／農政課まで電話でお申し込
　みください。

�申込期間／12月16日（金）～28日（水）
�主催／柴田町・柴田町地産地消推進協
　議会

■申 ■問  農政課　� 55-2122

　10月以降の子ども手当を受け取るた

めには、認定申請の手続きが必要です。

申請がない場合、子ども手当が受けられ

なくなりますので、至急申請してくださ

い。申請された方には、審査の上、1月

に子ども手当認定通知書を送付し、2月

10日に子ども手当が支給されます。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　太陽の村にある望遠鏡で、木星と冬の

星座を観望します。ぜひご家族でお越し

ください。

�日時／12月27日（火）19：00～20：00

�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ください。

■問  柴田町星を見る会（豊川）  

　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／1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

取扱商品問い合わせ先場　所日　時直売所名

野菜・花・切り餅・鉢花（ク
リスマスローズ）

56-3929成田字杉ノ内 20-1
12月 25日（日）
9：00～ 17：00

お羽山さん

野菜・漬物・花・りんご・正
月菊・切り餅

－－－葉坂字桟敷場 4-1
12月 27日（火）
8：00～ 15：00

みでがいん

野菜・弁当・惣菜・菓子・漬
物・正月飾り・正月菊・切り餅
※餅の委託加工もご予約承ります。

080-1830-1658
  （営業日火、木、土曜
　日 9：00～ 13：00）

西船迫 1丁目 10-3
（ＪＡ本店構内）

12月 27日（火）
9：00～ 14：00

産直会
ふ・う・ど

野菜・弁当・惣菜・菓子・漬
物・正月飾り・正月菊・切り
餅・パン

87-7101
船岡字舘山 95-1
（柴田町観光物産交
流館内）

12月 28日（水）
9：30～ 16：00

結友

生ごみ処理容器購入に
補助金が出ます



お知らせ版●4 第 689号

�日時／ 1月 22日（日）9：30～
�場所／槻木生涯学習センター
�種目／囲碁の部、将棋の部
�対象／町内に在住または勤務する方
�募集人数／各 50人（先着順）
�参加費／ 1,000 円
�申込期限／ 1月 13日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　囲碁将棋教室　

�日程／ 12月 17日（土）、1月 5日（木）、1月 21日（土）
�時間／10：00～ 17：00（時間内の出入り自由）
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます（小学生は保護者付き添い）。
※申し込み不要、参加は無料です。

　ギャラリー展示　

○押し花サロンあさがお作品展
　すてきな押し花作品の数々です。まるで絵画のような作品を、ぜひご覧ください。
　�展示期間／ 12月 27日（火）まで（最終日は午後3時で終了します）

　アロマテラピー無料体験会（初心者歓迎）　

　ハーブなどから採れる天然の精油や植物オイルを使って、手肌にやさしいアロ
マトリートメントオイルを手作りする体験会を開催します。
�日時／ 12月 27日（火）13：30～ 15：30
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます（小学生は保護者付き添い）。
�募集人数／8人　　�申込期限／12月 25日（日）

■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

�開館時間／10：00～ 18：00　　�休館日／毎週月曜日
�年末年始の休館日／ 12月 29日（木）～ 1月 3日（火）

開館時間・休館日

　昨年出版された児童書 300冊を宮城
県図書館から借り受け、展示します。多分
野に及ぶ児童書に触れることのできる良
い機会です。ぜひご家族でご覧ください。
�日時／12月20日（火）～1月13日（金）
　9：00～16：00   ※月曜日、12/28～1/4
　を除く（日曜日・祝日は開館時のみ）

�場所／槻木生涯学習センター

■問  槻木生涯学習センター  � 56-1997

　老齢基礎年金の年金額は、満額で 65

歳から年額 788,900 円です。厚生年金

に加入するサラリーマンなどの場合、報

酬に応じて年金額に上乗せがありますが、

自営業者など国民年金の第1号被保険者

は通常上乗せはありません。自営業者な

どの方が老後の年金を増やす仕組みの一

つとして、保険料を割り増しにして納め

る「付加年金」があります。国民年金の

第1号被保険者や任意加入被保険者が定

額保険料（月額 15,020 円）に付加保険

料（月額 400円）をプラスして納付する

と、納付月数に応じて老齢基礎年金に付

加年金が上乗せされます。付加年金は

「200円×納付月数」で計算されます。

2年以上年金を受給すると支払った額以

上に受け取れる有利な仕組みになってい

ます。お申し込みは、お住まいの市区町

村の国民年金担当窓口です。付加保険料

の納付はお申し込みのあった月分からに

なります。
※保険料額、年金額は平成23年度のものです。

※国民年金基金に加入中の方、免除を受けて

　いる方は付加保険料を納付できません。

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

　地元の原料と手作りに徹した味噌を 1

人 10kg 作ります。天然塩で作るので、

まろやかなおいしい味噌ができます。自

分で作った味噌は、格別な味がしますよ。

�日時／ 1月 28日（土）9：30～ 12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�募集人数／一般町民 24人（先着順）
�参加費／ 3,000 円
�持ち物／すり鉢、すりこぎ棒、エプロ
　ン、三角巾

�申込期限／ 1月 7日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　町では、今年度満 60歳となる方が
持っている知識や経験を地域活動に生か
していただくため、地域デビュー事業
「20歳× 3」を実施します。
�日時／ 1月 21日（土）9：30～ 15：30
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／ 3回目の成人式、地域活動事例
　の紹介、郷土料理の学習、ゲームなど
�募集人数／ 30人
�参加費／ 500円
�申込期限／ 1月 11日（水）
※満60歳となる方（S26.4.2 ～ S27.4.1）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　生きがいと健康づくりを目指し、地域

活動の指導者として必要な内容を身に付

けます。

�対象／県内に居住するおおむね 60歳
　以上の方

�場所／①仙南校　②大崎校　③石巻校
　④気仙沼・本吉校　⑤登米・栗原校

�募集人数／各校 40人
�学習期間／年間 22回程度：2学年制
�募集期限／ 1月 31日（火）※必着
�入学金／ 5,000 円
�受講料／年額 20,000 円
※申込書は、各市町村の福祉担当課や生涯学
　習課および当会ホームページから入手でき
　ます。

■申 ■問  宮城県社会福祉協議会
　� 022-225-8477
　http://www.miyagi-sfk.net/

宮城いきいき学園
平成24年 4月入学生募集

自家製味噌作り教室
　　　今年度60歳を迎えるあなたへ

「地域デビュー」してみませんか

新春囲碁・将棋大会
国民年金の付加保険料で
老齢基礎年金を割り増しに
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　3月 11日の東日本大震災では、岩沼市にある県南浄化センターが壊滅的な被害を
受け、汚水の処理が困難になっていました。現在県南浄化センターでは、メインポン
プを復旧させ、マンホールからの溢水を回避する緊急対策については終了しました。
汚水の処理については、沈殿処理の後、上澄み水を消毒して放流していましたが、現
在は簡易的な生物処理に移行しつつあり、完全移行は来年の7月を予定しています。
このようなことから、次の点にご協力をお願いします。
○水洗トイレをご使用の方は、トイレットペーパーを流さないようにご協力ください。
　トイレ内にごみ袋を用意し、もやせるごみに出してください。
○油ものや食べ残しなどを下水道に流さないようにしてください。
○風呂水の再利用など、節水にご協力ください。
※可能なこと、負担をかけずにできることで構いません。小さなことでも、多くの人が行うこと
　で大きな効果があります。

　また、本町においても下水道施設が大きな被害を受けており、路上のマンホールが
隆起している個所がありますので、注意して通行してください。

■問  上下水道課　� 55-2118

　茶道には、普段の生活に生かしたくな
るような立ち居振る舞いがたくさんあり
ます。また、「もてなす心」と「思いやる
心」が交じり合う「茶の湯」に触れるこ
とにより、和室での美しい所作と和の心
を身に付けます。最終日は、しばたの郷
土館「如心庵」で本格的なお茶会を実施
します。
�日時／ 1月 21日、28日、2月 4日
　の土曜日（計3回）　13：00～ 15：00 
�場所／船迫生涯学習センターほか
�対象／町内の成人
�募集人数／ 15人
�参加費／ 2,100 円
�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／ 1月 14日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　中学校を卒業され、働きながら高校で学びたい、高校を卒業したいという社会人の
方を対象に、平成24年度推薦入試を実施します。
�出願資格／事業所に3年以上勤務した方または平成24年3月末現在において3年
　以上勤務する見込みのある方（自営業、主婦なども勤務とみなします）。いずれの場
　合も、所属長など、責任を持って本人を推薦できる方の推薦が必要です。
�試験日／1月 31日（火）　　�試験内容／面接、実技（作文）など
�募集人数／24人以内　　�出願期間／1月 16日（月）～ 23日（月）11：00まで

■問  大河原商業高等学校定時制課程教務部　� 52-1064

　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえ
るお茶会「クリスマス茶会」を開催しま
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／ 12月 24日（土）、25日（日）
　13：00～ 15：00（2回コース）
�場所／船迫生涯学習センター
�対象／町内の小中学生
�募集人数／ 15人
�参加費／ 1,000 円
�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／ 12月 21日（水）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　2004年、東京家庭裁判所から男性へ
の性別変更が認められ、今では男性とし
て家庭を築いている本人が、心と体の性
が一致していない実体験をお話します。
入場は無料ですが、入場整理券が必要に
なります。
�日時／2月11日（土）14：00～15：00
�場所／槻木生涯学習センター
�入場整理券配布場所／町民環境課、槻
　木事務所、槻木生涯学習センター

■問  町民環境課　� 55-2113

おむつ費用の医療費控除
○寝たきり状態にある方で、おむつの使用が必要と医師に認められた方は、当該
　医師が証明する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収証」を確定申告書に
　添付することで、医療費控除の対象になる場合があります。
○介護保険の要介護認定を受けている方で、この控除を受けるのが2年目以降の
　確定申告では、医師が証明する「おむつ使用証明書」の代わりに、要介護認定
　に係る「主治医意見書の内容を確認した書類」または「主治医意見書」の写し
　を使用することができます。必要な方は、福祉課長寿介護班に確認の手続きを
　してください。ただし、主治医意見書で次の2点が確認できた場合に限ります
　（確認できない場合は、医師が証明する「おむつ使用証明書」が必要になります）。
　①寝たきり状態にあること　②尿失禁の発生の可能性があること

要介護認定者の障害者控除
○精神や身体に障害のある65歳以上の方は、身体障害者手帳や精神障害者保健
　福祉手帳などの交付を受けていない場合でも「身体障害者に準ずる高齢者」「知
　的障害者に準ずる高齢者」「ねたきり等高齢者」と認められた場合には、町長が発
　行する「障害者控除対象者認定書」により、税法上の障害者控除が受けられます。
　介護保険の要介護認定を受けている方で、認定書を必要とする方は、福祉課長
　寿介護班に申請してください。なお、認定の判断は申請書を受理後に介護保険
　認定調査票により行います。該当しない場合は認定書の交付ができません。

■問  福祉課　� 55-2159

大河原商業高等学校定時制課程普通科（社会人推薦）入学者募集

冬休み体験茶会

和を学ぶ普段着のお茶教室
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　毎年この時期になると、凍結により水

道管、便器などの破損が起きています。

冬季期間、凍結による水道管破裂を防ぐ

ため、町営墓地への給水を、12 月 20 日

（火）から 2 月 29 日（水）まで停止します。

停止期間中はご不便をお掛けしますが、

ご理解とご協力をお願いします。

■問  町民環境課　� 55-2113

　東日本大震災により、住宅や家財などに損害を受けられた方は、損失額などを計算

して所得税の軽減を受けられる場合があります。雑損額などの計算や申告相談を希望

される方は、混み合うことが予想される確定申告期間前に税務署へご相談ください。

なお、相談される場合は、事前に電話により予約をお願いします。

�必要書類／○り災証明書　○被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
　（請負契約書など）　○被害を受けた資産の修繕費、取り壊し費用の分かるもの（領

　収書など）　○被害を受けた資産について受け取る保険金額の分かるもの（支払通知

　書など）　○所得金額や所得控除の分かる書類（源泉徴収票など）　○家族に所得金

　額が38万円以上の方がいる場合は、その方の所得金額の分かる書類　○印鑑　○

　預金の口座番号

■予 ■問  大河原税務署　� 52-2202※音声案内に従い「2番」を選択してください。

　毎年この時期になると、凍結により水

道管の破損が起きています。冬季期間、

凍結による水道管破裂を防ぐため、町内

の各公園にある水飲み場や水洗トイレな

どへの給水を、12 月26 日（月）から2 月

29 日（水）まで停止します。停止期間中

はご不便をお掛けしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

■問  都市建設課　� 55-2121

　大河原警察署協議会の委員が 10月に

改選され、柴田町から新たに川村昭宏さ

んと金野もと子さんの2人が委嘱されま

した。

 警察署協議会とは
　警察署協議会は、全国の警察署に置か

れ警察署の管轄区域内における警察署の

業務運営に関し、警察署長の諮門に応ず

るとともに警察署長に対して意見を述べ

る機関です。

■問  大河原警察署　� 53-2211

　平成 23年度の県の最低賃金は、それ

ぞれ下記の金額に引き上げられました。

詳しくはお問い合わせください。

■問  宮城労働局労働基準部賃金室
　� 022-299-8841

　仙南総合プールは、東日本大震災の影

響により11月1日から12月末まで復旧

工事を行っておりますが、新たな破損個

所が見つかり工事期間の延長により1月

末までプールは利用はできません。プー

ル以外の施設（トレーニングジムおよび

スタジオ）は利用可能です。詳しくはお

問い合わせください。

■問  宮城県仙南総合プール   � 56-1663

町内に在住する60歳以上の方
　シルバーの活動を通じて、暮らしを生

き生き元気に輝かせてみませんか。シル

バーでは、能力・経験などに応じた仕事

を引き受け、提供しています。

○会員の主な活動例

就業：除草、剪定、障子・襖・網戸張り

　　　替え、家事援助、清掃、簡易的な

　　　大工・塗装作業など

その他：ボランティア、シルバーフェス

　　　　タ、地域班活動、手芸・手工芸

　　　　製作、刃物研ぎなど

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　平成 24年度から新たに固定資産
税・都市計画税の対象となる建物（平
成23年 1月 2日以降に新築または増
築されたもの）の調査を実施していま
す。調査員が伺いますので、ご協力を
お願いします。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します。取り
壊した建物については、翌年から課税
台帳より削除されます。届出用紙は税
務課および槻木事務所に備え付けてい
ます。

　

　平成 24年度から固定資産評価基準
の改正により、木造以外の「冷蔵倉庫
（保管温度が 10℃ 以下に保たれる倉
庫）」の固定資産税・都市計画税につい
て評価額の計算方法が変更され、「一
般の倉庫」に比べて家屋の評価額が早
く減少する計算が適用されることにな
ります。そこで、町内に所有されてい
る倉庫が木造以外の「冷蔵倉庫」に該
当する方は税務課までご連絡ください。
なお、倉庫内にユニット式冷蔵庫を設
置しているような場合は該当となりま
せん。

■問  税務課　� 55-2116

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

冷蔵倉庫を所有している方へ

大河原警察署協議会
委員の紹介

県の最低賃金が改正されました

（社）柴田町シルバー人材センター

時間額地域別最低賃金

675円宮城県最低賃金

効力発生日：平成 23年 10月 29日

時間額宮城県産業別最低賃金

781円鉄鋼業

744円
電子部品・デバイス・電子回
路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業

747円自動車小売業

効力発生日：平成 23年 12月 15日
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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

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：12月 6日（火）】　

測定値測定値測定値

0.11槻木生涯学習センター0.15船岡生涯学習センター0.12柴田町役場

0.13西住公民館0.14農村環境改善センター0.11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：11月 30日（水）】　

測定値測定値測定値

0.18西住小学校0.20船迫小学校0.18船岡小学校

0.19柴田小学校0.16槻木小学校0.22東船岡小学校

0.19槻木中学校0.21船迫中学校0.20船岡中学校

0.19たんぽぽ幼稚園0.19浄心幼稚園0.25第一幼稚園

※毎週 1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.11熊野幼稚園

単位：μSv/h
児童福祉施設の測定結果【測定日：12月 1日（木）】　

測定値測定値測定値

0.23西船迫保育所0.19槻木保育所0.25船岡保育所

0.25西住児童館0.21三名生児童館0.19柴田児童館

※毎週 1回測定。0.16むつみ学園0.21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：11月 29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：12月 5日（月）】

測定値測定値測定値

0.21剣崎公園0.17白幡児童遊園0.30並松公園

0.14船岡城址公園0.22舘前緑地0.25下名生児童遊園

※毎週 1回測定。

【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・公園：地表から50cm

携帯版　   放射能情報サイトみやぎ
下記の方法で携帯電話でもご利用になれます。

（1）URL を直接入力する
　　  http://www.r-info-miyagi.jp/m/

（2）QRコードを利用できる端末の場合は
　　  右の QRコードよりアクセスできます。

放射線測定値についての参考情報　　　　　　　　　　単位：μSv/ 回

放射線量身　近　な　事　例

6,900胸部Ｘ線コンピュータ断層撮影検査（ＣＴスキャン）

600胃のＸ線集団検診（1回の検査）

200東京からニューヨーク航空機旅行（往復）

50胸のＸ線集団検診（1回の検査）

※放射能情報サイトみやぎより
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主な行事日学　校

校内書き初め展18～20船岡小学校
� 55-1064 フリー参観日20

校内書き初め展18～19槻木小学校
� 56-1029 歌のつどい27

校内書き初め展16～17柴田小学校
� 56-1430 自由参観・

カルタ大会
25

校内書き初め展18～20
船迫小学校
� 55-5394

民話を聞く会20
西住小学校
� 53-3227

校内書き初め展19～25
東船岡小学校
� 55-1811

実力テスト（3年）5～6船岡中学校
� 55-1162 実力テスト（1・2年）

学習相談日
11

実力テスト11
槻木中学校
� 56-1331

実力テスト（3年）6船迫中学校
� 54-1225 実力テスト（1・2年）11

第 3学期始業式10小中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　「必ずもうかる」と誘われ契約したもの

の、商品がうまく売れず在庫をかかえて返

済に苦労するといったケースがあります。

 だまされないためのポイント
1.「必ずもうかる」おいしい話はない。
楽して確実にもうかるビジネスはあり

ません。一部の成功例を強調している

だけです。

2. 必要のない勧誘ははっきり断る。
あいまいな態度を取ると相手の手口に

はまってしまいます。必要のない時は

はっきり断りましょう。

3. その場で安易に契約しない。
契約はその場でせず、冷静に判断しま

しょう。

4. あやしいと思ったら行かない。
「ためになる」「もうかる」と誘われて

も説明会には行かないこと。友人から

の誘いでも断りましょう。

■問  町民環境課消費生活相談  � 55-2113

若者たちは狙われている！
～トラブルその4　　　　　
　　「マルチ商法のトラブル」～

　小室達氏は、柴田町入間田出身で、伊達政宗公騎馬像の作者として有名な彫刻

家です。小室達氏のこれまであまり知られていない作品を中心に紹介します。

�会期／ 1月 29日（日）まで　　�開館時間／9：00～ 16：30

　来年の桜まつり期間中にしばたの郷土館を利用して、作品の展示発表する方（団

体）を募集します。

�申込期限／ 12月 24日（土）

小室達展

さくら回廊作品出展者募集

�日時／ 1月 24日（火）10：00～ 11：30　　�場所／子育て支援センター
�内容／子どもの心の発達②　～子どもの自立を上手に見守る～
�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／1月 13日（金）
※講座後、個別相談も受け付けます。また、託児を申し込まれた方は9：40までお越しください。

　

　家庭教育やボランティア活動に関心を持ち、子育て支援に関わりたいと思って

いる方のための講座です。関心のある方は、ぜひ受講ください。

�講座内容／

�場所／保健センター2階
�対象／子育て中の親子を支援したいと思っている方
�募集人数／20人　　�申込期限／1月 26日（木）
※全講座を受講した方には、子育てサポーター養成講座修了証書が交付されます。柴田町
　子育てサポーターとして登録していただくと、柴田町子育てサポーターとして活動でき
　ます。さらに、ファミリーサポートセンター主催の半日程度の研修を受講すると、ファミ
　リーサポートセンター協力会員として活動できます。

■申 ■問  柴田町子育て支援センター　� 54-4040

るんるん子育て講座

子育て応援者養成講座
（子育てサポーター養成講座、ファミリーサポート協力会員研修）

内　　　　容日　　　　時

・子育て支援に関わる心構え
・実技指導「手遊び」ほか

2月 1 日（水）9：30～ 12：00

・子どもの健康と発育について
・実技指導「絵本の読み聞かせ」ほか

2月 14日（火）10：00～ 12：00

・子どもの育ちと食について
・柴田町子育てサポーターの活動について

2月 21日（火）9：30～ 12：00

日時は変更ありません
■ 1月 8日（日）
　10：00～
　町内にお住まいの新
成人の皆さんへの式典
案内状は、郵送でお届け
します。

【変更後】船岡中学校 体育館
　　　　　（船岡字七作26）
【変更前】船岡小学校 体育館
　　　　　（船岡東1丁目 2-60） ■問  生涯学習課　� 55-2135
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