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　応募者多数の場合は抽選とします。

�募集住宅／①西船迫 2-104 号（3DK）
　　　　　　②槻木駅前 201号（4DK）

�家賃／入居者の収入額・家族構成など
　によって異なります。

�申込用紙／都市建設課または槻木事務
　所に入居申込書などを用意しています。

�受付期間／ 4月 1日（木）～ 9日（金）
　8：30～ 17：15　※土・日を除く

�受付場所／都市建設課（槻木事務所で
　は受け付けできません）

■申 ■問  都市建設課　� 55‐2121

募 集

町営住宅入居者募集船岡駐屯地

創立記念日
　さまざまなアトラクションを

見て、体験しませんか。

�日時／ 4月 11日（日）
　9：00～16：00

�内容／記念式典、観閲行進、
　訓練展示、音楽演奏、ジープ・

　ボート試乗、戦車試乗（当日

　整理券を発行）、物産展ほか

　アトラクション多数。

■問  陸上自衛隊船岡駐屯地　司令職務室　� 55-2301

　駐屯地

を一般開

放してい

ます（夜桜が楽しめます）。

�日時／ 4月 8日（木）～ 18日（日）
　17：00～ 20：00（土・日 9：00～ 20：00）
※ 11日（日）のみ 9：00～ 16：00
※桜の開花状況により日程を変更する場合があり
　ます。

桜桜ままつつりり
船岡駐屯地イベント情報

 �船岡城址公園　
�船岡城址公園夜桜ライトアップ（開花中は21：00まで）　�スロープカー運行（ライトアップ期間中は夜も運行）
�町民フリーマーケット、大正琴、仙台すずめ踊り　�ふれあい手話サークル、バトン、チアダンス
�ダンベル、しばた桜まつり in よさこい、太極拳　�バンドフェスティバル in 桜まつり　
�しばた桜写真コンテスト  など

 �船岡駅前周辺　

�蔵元直送の新酒を飲む会　�鉄道模型運転  など

 �お花見弁当

�町内の飲食店が、地元の食材を生かした桜まつり限定の「お花見弁当」

　　を販売します。（■問  観光物産協会売店　� 54-2299）

■問  しばた桜まつり実行委員会事務局（商工観光課）� 55-2123

　「3月 15日号のお知らせ版で、船岡城址公園
内へお車の乗り入れはできません」とお知らせし

ましたが、普通車とマイクロバスに限り、乗り入れができるようになりました。なお、駐
車協力金については、下記のとおりです。

◎船岡城址公園内駐車場　　普通車500円・マイクロバス2,000円
◎しばたの郷土館前駐車場　普通車300円・マイクロバス1,000円・バス3,000円

「しばた桜まつり」からのお知らせ

※野外のイベントについ
　ては、天候により延期
　または中止になる場合
　があります。
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　平成22年 4月分より国民年金保険料は、月額15,100 円になります。4月初めに

日本年金機構より、年間の納付書が入った「国民年金保険料納付案内書」が送付され

ます。各月の保険料は納付期限（翌月末日）までに納めましよう。

平成22年度　国民年金保険料月額
�定額　15,100 円　　

�定額＋付加保険料　15,500 円　　※付加保険料（400円）は変更ありません。

保険料の一部が免除されている場合
� 4分の 3免除（4分の 1納付）3,780円

�半額免除（半額納付）7,550円

� 4分の 1免除（4分の 3納付）11,330 円

　　免除の承認期間が6月までであることから、4月に 4～ 6月分の納付書が送付さ

　れ、7月に 7月分以降の定額の納付書が送付されます。

次のような方には送付されません
�口座振替を利用している方

�全額免除、若年者納付猶予に該当している方（7月以降継続にならなかったときは

　　7月に送付されます）

�学生納付特例に該当していた方で、所得がなく平成22年度も引き続き同じ学校

　　に在学予定の方
　

 支払方法によって割り引きになる仕組みがあります
　「国民年金保険料納付案内書」には、口座振替申出書（1枚）、前納納付書（3枚）、

各月分納付書（12枚）が入っています。このうち前納納付書は、まとめて納めると

きに使用するもので、1年分には「前納」、4～ 9月の 6カ月分には「上期」、10～

翌年 3月の 6カ月分には「下期」と表示がされています。前納と毎月納付では保険料

の額に違いがあります。

○1年分
　各月分納付書を使用　181,200 円

　前納納付書を使用　　177,980 円（3,220円の割り引き）

○6カ月分
　各月分納付書を使用　90,600 円

　前納納付書を使用　　89,860 円（740円の割り引き）

　前納には期限があります。1年前納分と、上期前納分（4～ 9月分）は 4月 30日、

下期前納分（10～翌年 3月分）は 11月 1日を過ぎると使用できなくなるので注意

が必要です。
※現金払いでの前納は1年度や6カ月分だけでなく、任意の月分から年度末までの分を前納する
　ことも可能です。この場合、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所までお問い合わ
　せください。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113

　あなたの声を生かしませんか？広報紙

を読んで目の不自由な方にお届けしてい

ます。活動日が土・日曜日になることも

多いので中学生以上の学生さんも大歓迎

です。活動日は、3カ月に 1回で 2～ 3

日です。

■申 ■問  朗読ボランティア「結」
　（山口）

　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊び、

折り紙などを一緒に楽しみませんか。ど

なたでも参加できます。

�日時／4月12日（月）15：00～16：00、
　4月 24日（土）10：30～ 11：30
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央 2丁目）

■問  庄司、小塩

　ごみの野外焼却（野焼き）は、一部例
外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」により全面禁止になっています。
違反した場合は、3年以下の懲役、300
万円以下の罰金が科せられます。例外規
定により焼却する場合でも、煙、臭気の
発生、焼却灰の飛散などで周囲に迷惑の
かからないよう十分配慮しましょう。

�例外／
①廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼
　却
②他の法律又はこれに基づく処分により行
　う廃棄物の焼却
③国又は地方公共団体がその施設の管理を
　行うために必要な廃棄物の焼却
④震災、風災害、凍霜害、その他の災害予防、
　応急対策又は復旧のために必要な廃棄物
　の焼却
⑤風俗習慣上又は宗教上の行事を行うため
　に必要な廃棄物の焼却
⑥農業、林業、又は漁業を営むためにやむを
　得ないものとして行われる廃棄物の焼却
⑦たき火その他の日常生活を営む上で通常行
　われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

■問  町民環境課　� 55-2113

　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／4月9日（金）13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

募 集

声のボランティア募集 ぴいかぶう おはなし会

　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／ 4月 22日（木）・23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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　スポーツ少年団には学区はありません。小・中学生なら誰でも入団できます。練習

内容や日程・費用などは各スポーツ少年団にお問い合わせください。

団  員  募  集

柴田町スポーツ少年団

連 絡 先代表者スポーツ少年団名種　　目

大沼　和則槻木 FC（小学生のみ）サッカー

関　　宏一船迫 FC（小学生のみ）

菅野　敏一FC.FRESCA
（中学生のみ）

佐久間　寛船迫小フェザンツ
（小学生のみ）

野球

渡辺　義二船小イーグルス
（小学生のみ）

林　　　孝柴田ガルソン野球
（小学生のみ）

松田　松男槻木スピリッツ野球
（小学生のみ）

金子　清一東部ディアーズ
（小学生のみ）

渡辺　正俊柴田町柔道柔道

佐藤　正人槻木 S.Cバドミントン

佐藤　純一にしずみ（小学生のみ）

岩間萬治郎柴田少年剣友会剣道

　橋　利男柴田町ラグビースクール
（小学生のみ）ラグビー

大沼　昌幸柴田町硬式空手道空手道

立花　英夫柴田町空手道

大槻　廣志JGKA 柴田

佐々木公士槻木空手道

大沼　栄広秀練会拳聖空手船迫

工藤　　潔船迫チェリーズバレーボール
（小学生のみ）

バレーボール

友木　秀二柴田サニーズ
（小学生のみ）

尾形　孝二船岡ホワイトサンダーズ
（小学生のみ）

鈴木　章夫さくらミニバスケットクラブ
（小学生のみ）

バスケットボール

沢田　隆雄槻木バスケットボール
（小学生のみ）

■問  スポーツ振興室　� 55-2030
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募 集

和太鼓教室
302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木

☆☆
休
館
日

☆☆☆☆☆☆
休
館
日

☆☆☆☆☆☆
休
館
日

☆☆☆☆☆☆
休
館
日

☆☆☆☆☆☆プールＡ面

△◇◇△○○△◇◇△○○△◇◇△○○△◇◇△○○△◇プールＢ面

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○トレーニング室

　創作和太鼓グループ・奥州柴田一番太

鼓のメンバーが和太鼓教室を開催します。

興味のある方の参加をお待ちしています。

�日時／4月7日～5月26日までの毎
　週水曜日 19：00～ 21：00

�場所／農村環境改善センター
�内容／基本打ち・創作曲の演奏など
�対象／小学 3年生以上の方（親子での
　参加も可、成人男女歓迎）

�参加費／無料
�その他／軽運動のできる服装、上履き
　持参

■問  奥州柴田一番太鼓（高橋）
　http://ichibandaiko.ikidane.com/

�営業時間／月～土曜日　 9:00 ～ 21:00（施設利用時間9:00～ 20:45）
　　　　　　日・祝祭日  11:00 ～ 19:00（施設利用時間11:00 ～ 18:45）

�無料開放／ 4月 18日（日）  毎月第 3日曜日
○…全面利用可能　　☆…レッスン又はイベント実施中は利用不可　　×…終日利用不可
△…  9:00 ～ 16:30 全面利用可
　　16:30 ～ 18:30 一部利用可

　　  　（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

◇…  9:00 ～ 16:30 全面利用可
　　16:30 ～ 18:30 一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース分利用不可）

　　18:30 ～ 19:45 一部利用可（毎週火・木スポ少実施中は2コース分利用不可）

　　19:45 ～ 20:45 全面利用可

下水道が使える区域が広がりました
　平成21年度の下水道（汚水）整備完了に伴い、4月 1日から下水道が使える区域が広がります。今回新たに使えるようになる

区域は、船岡新栄4丁目、船岡字八入、船岡字清住町、船岡字大住町、四日市場字原前の一部の区域です。（図面を参照ください。）

引き続き平成22年度も下水道（汚水）の整備を進めてまいります。

整備予定区域は、船岡新栄4丁目、船岡字七作、船岡字新野竹内、船

岡字大住町、槻木西3丁目地区となります。下水道は、生活環境の向

上や公共用水域の水質改善という役割を果たす重要な施設です。供用

区域内の方は一日も早く下水道への接続をお願いします。

■問  上下水道課　� 55-2118・2119

四日市場字原前

船岡字八入

凡　　　　　例

今回下水道が使えるようになる区域

平成22年度の整備予定区域

船岡字
清住町

船岡字大住町 船岡字七作
船岡新栄4丁目

船岡字　
新野竹内

槻木西3丁目
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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
4 月 4 日（日） 9:00～16:00

4 月18日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
4 月11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／4 月15 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／4 月20 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

5
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

※お知らせ　柴田町民体育館の利用は改修が必要な
ことから平成22年 4月 1日より当分の間「使用休
止」となります。

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

4月 6 日（火）近江　宣男

生　　活
4月13日（火）佐藤由美子

4月20日（火）飯渕　紀子

4月27日（火）近江　宣男

■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
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

4月 7 日（水）渡邊みち子

人　　権 4月14日（水）木島　基子

4月21日（水）桂川　クメ

4月28日（水）飯渕　紀子行　　政

■問  町民環境課 � 55-2113

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

※4月から槻木事務所での相談業務が廃止になり、
　今後は槻木事務所職員が対応にあたります。

�対象者／1回目：平成 21年 7月 1日～平成 21年 12月 31日生まれのお子さん
　　　　　 2回目：平成 21年 10月に 1回目を接種したお子さん
※平成14年 10月 26日～平成21年 6月 30日までに生まれたお子さんで接種を延期している
　方も対象になります。

　胃がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。当日、受診票がないと検診は

受けられません。申し込まれた方で、4月 9日（金）までに受診票が届かない場合はご

連絡ください。

　なお、当日会場での申し込みはできません。申し込みをしていない方で検診を希望

される方は4月 30日（金）までにお申し込みください。

場　　　　　　　　　所実  施  日

保健センター4月 19日（月）

槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター4月 20日（火）

槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター4月 21日（水）

槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター4月 22日（木）

船岡生涯学習センター、保健センター4月 23日（金）

船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター4月 24日（土）

保健センター4月 26日（月）

船迫生涯学習センター、農村環境改善センター4月 27日（火）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月 28日（水）

船迫生涯学習センター、保健センター4月 30日（金）

保健センター5月 1 日（土）

保健センター5月 6 日（木）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター5月 7 日（金）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター5月 8 日（土）

�受付時間／いずれも8：00～ 10：00

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

�受付時間／12：45～ 13：15　　　�場所／保健センター1階
�注意事項／●ＢＣＧ・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週間以上経っていない方、下痢をしている方、けいれんを起

　こして3カ月以上経っていない方は受けられません。●体調の悪い方や服薬中の方

　は受けられないことがあります。体調が良くなってから受けることをお勧めします。

　●生後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。●母子健康手

　帳と予診票をお持ちください。●電話予約は不要です。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。

■問  健康推進課　� 55-2160

対　　　象　　　者接  種  日

平成 20年 12月～平成 21年 2月生まれのお子さん4月 12日（月）

平成 21年 3月～ 5月生まれのお子さん4月 13日（火）

平成 21年 6月～ 8月生まれのお子さん4月 16日（金）

平成 21年 9月～ 11月生まれのお子さん4月 22日（木）

平成 21年 12月生まれのお子さん、7歳 6か月未満で未接種
のお子さん4月 28日（水）



お知らせ版●6 第 649号

　県内外の公募展などで入賞・入選し
ている町内の芸術家の作品（絵画、書、
彫刻、工芸、写真、26点）を展示しま
す。
�日時／ 5月 30日（日）まで
　9:00～ 16:30
�入場料／大人200円 高校生100円
　小中学生50円（20名以上で団体割引有）

　柴田町内で活動している団体・個人
が長年技をみがき制作した多様なジャ
ンルの作品展示会です。
�日時／ 4月 4日（日）～ 18日（日）
　9:00～ 16:30
�入場料／無料
※展示期間、開催時間は各団体により異なります。

4月の施設利用について
　「'10さくら回廊 in しばた」開催のた
め下記期間、施設各室（ＩＴ創作プラザ
含む）の貸し出し利用はできません。
また、トンボ玉体験会も中止です。
�期間／4月 20日（火）まで

桜の中の美術祭

�活動期間／平成22年5月～平成23年3月
�活動場所／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、船岡公民館、西住公民館、船

　迫公民館、農村環境改善センター、し

　ばたの郷土館

�募集人数／ 20人程度
�資格／特に必要としませんが、週 1回
　（2時間）以上、ご協力いただける方

�活動内容／本の整備、補修、分類、貸出、
　普及活動（展示物・掲示物の工夫など）。

　また、図書に関する研修を予定してい

　ます。

�応募方法／お近くの生涯学習センター
　などにある応募用紙に必要事項を記入

　し、教育委員会生涯学習課または各生

　涯学習センター・公民館などに申し込

　みください。

�応募締切／ 4月 16日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　からだを上手に生かして、楽しく歌い

ます。ふるさとまつりや、保育所園児と

の交流会に参加します。

�日時／毎月第4金曜日9：30～11：30

�場所／槻木生涯学習センター

�募集人数／若干名（現在 76人）

�会費／年間 3,000 円

�申込方法／槻木生涯学習センター掲示

　板で規約を承認して申し込み。

■問  柴田童謡愛好会（森）

　屋外に座敷やテーブル席を設置します。

どなたでもセンター周辺の桜を見ながら

お茶やお菓子、お弁当を持ち寄って楽し

めるスペースです。

�日時／ 4月 10日（土）・11日（日）
　10：00～ 15：00

�場所／船迫生涯学習センター
�イベント／ポップコーン（無料） 

■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　連日多くの皆さんにお出でいただきましてありがとうございます。来てみたら
楽しいね、また来てみようかな、そんな場になれるようスタッフ一同頑張ります。

4月のギャラリー展示

★「槻木駅と周辺を明るくする会活動記録展」4月 11日（日）まで
　　地域の皆さんの地道な活動。メタセコイアの木に明かりが灯るまでの記録です。

★「トールペイント展」4月 11日（日）まで
　　オープニング展で好評だった展示の第2弾。お楽しみに。

★「押し花サロン あさがお」4月 13日（火）～ 4月 25日（日）
　　春です。咲き乱れるお花の美しさをひと味変えてお楽しみください。（押し
　花とレカンフラワー展示）

教室のお知らせ

★「グリーンリーフ・イングリッシュ（英会話）」
　　幼児、小学生、大人の教室が5月中旬から始まります。楽しく、正しく学び
　ます。詳しいことは4月 15日号のお知らせ版で。お楽しみに。

■問  しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」　� 86-3631　E-mail：yurupura@ji.jet.ne.jp
　まちづくり政策課　� 54-2111

参加者募集

仙南地域職業訓練センター　料理教室

船迫小地区ふるさと運動推進協議会

「観桜会」を開催します
会員募集

柴田童謡愛好会

'10 さくら回廊 in しばた

募 集

「本のちょっと支援隊」
生涯学習センターなどの
図書室ボランティア募集

�申込方法／電話またはＦＡＸ（氏名・連絡先を記入）でお申し込みください。
�申込期限／4月 14日（水）　※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

講座内容日　　時講座名・受講料

プロと一緒に本格中華料理に挑
戦してみませんか？今までとは
ひと味違うおいしさの技を学び
ます。（毎回3種類のメニューを
作ります）
講師：現代の名工（中華料理）
　　　熊谷富幸 氏

4月 22日（木）
5月 27日（木）
6月 24日（木）
（全 3回）
9：30～ 12：30

家庭で作るプロの味
「中華料理教室」
募集人数：16人  
受講料：6,300 円

生地作りから挑戦！ふっくら焼
きたてのおいしいパンを焼いて
みませんか。（毎回2種類のパン
を作ります）
講師：近藤洋子氏

4月 20日（火）
5月 18日（火）
6月 15日（火）
（全 3回）
9：30～ 12：30

ふっくら焼きたて
「パン教室」
募集人数：20人  
受講料：5,400 円



お知らせ版 ●7第 649号

　防衛省では、平成22年度自衛官を募集しています。

�受付期間／4月 1日（木）～ 5月 10日（月）
�募集種目／
○幹部候補生（大学卒業程度）　　�応募資格：22歳以上 26歳未満の者
1次試験：5月 15日（土）、16日（日）（飛行要員のみ）

　　　　　筆記試験（一般教養、専門知識）

2次試験：6月 15日（火）～ 6月 17日（木）のうち指定する日

　　　　　小論文、口述、身体検査

○一般曹候補生（高等学校卒業程度）　　�応募資格：18歳以上 27歳未満の者
1次試験：5月 22日（土）　筆記試験（国語、数学、英語、作文）、適性検査

2次試験：6月 23日（水）～ 6月 28日（月）までの間の指定する1日

　　　　　口述、身体検査

■問  総務課　� 55-2111、自衛隊大河原地域事務所　� 53-2185

　角田宇宙センターでは、4月の「科学

技術週間」の記念行事の一環として一般

公開を開催します。ご来場者皆さまが楽

しめ、満足いただける施設公開および科

学実験などを多数ご用意しています。ご

家族、お友達お誘い合わせの上、ご来場

ください。入場は無料です。

�日時／4月18日（日）10：00～15：30

�場所／角田宇宙センター
※ＪＲ船岡駅前から無料シャトルバスを運行

�内容／極低温インデューサ試験設備、

　液体水素ロケットエンジン要素試験設

　備、ラムジェットエンジン試験設備、

　計算センター、宇宙開発展示室、科学

　実験、コズミックカレッジ、角田市観

　光物産協会の出店など

■問  角田宇宙センター　� 68-3111

　子育て支援センターは、町内在住の
子育て親子なら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も実施し
ていますので、ぜひご利用ください。
�開放日／毎週月曜日～土曜日
　　　　　（祝祭日、年末年始は除く）
�時間／ 9：00～ 17：00
　　　　（土曜日は 9：00～ 12：00）
※「移動なかよし広場」や「一緒に遊ぼう」に
ついてはお知らせ版で確認して参加してく
ださい。

■問  子育て支援センターるんるん
（船迫児童館内）� 54-4040

子育て支援センターに
遊びにきませんか

　愛好者の健康増進および親睦融和なら

びにスポーツ振興と医療費軽減に寄与す

る目的で結成準備を進めています。パー

クゴルフに興味のある方、一緒にプレー

しませんか。

�申込期限／随時受け付けています。
※協会登録料として年間2,500円の費用がか
　かります。詳しくはお問い合わせください。

■申 ■問  渡辺賢嗣　
　鈴木誠　

　燃えるごみ減量のため、生ごみを堆肥

化する「生ごみ処理機」購入に補助金を

交付します。ただし、補助金の交付は予

算の範囲内となります。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、お問い合わせください。

�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  柴田町公衆衛生組合連合会事務局
　（町民環境課内）　� 55-2113

　書道をみんなで楽しくしませんか。

�日時／毎月第1火曜日 10：00～12：00
�場所／船迫生涯学習センター

■問  原田　

　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／ 4月 18日（日）
　10：00～ 12：00、13：00～ 16：30

�場所／マックスバリュ柴田店駐車場
�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

　後期高齢者医療保険料については、制

度開始時に料率が定められ、平成 20～

21年度の 2年間適用されてきましたが、

2月に開催された宮城県後期高齢者医療

広域連合議会において宮城県の新たな保

険料率が決定し、今年度の保険料から適

用されることとなりましたのでお知らせ

します。

募 集

平成 22年度自衛官募集

募 集

柴田町パークゴルフ愛好会
結成および会員募集

角田宇宙センター

一 般 公 開

生ごみ処理機購入をお考えの方へ

会員募集

書道サークル

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保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料率率率率率率率率率率後期高齢者医療保険料率が
改改改改改改改改改改定定定定定定定定定定改定されました

●年額保険料は上の表で計算した「所得

　割①」と「均等割②」の合計額となり

　ます。被保険者本人及び世帯主の所得

　が一定の条件を満たせば、軽減されま

　す。ただし、50万円を超える場合は

　50万円となります。

●2年単位で財政運営を行うことになる

　ため、今年度から 2年間同じ保険料率

　になります。

●個別の保険料額につきましては7月に

　決定し、中旬に皆さんに通知します。

■問  宮城県後期高齢者医療広域連合　
　　� 022-266-1021、
　健康推進課　� 55-2114

新料率（カッコ内は旧料率）区分

基礎控除後の総所得金額の
7.32％　（7.14％）

所得割　 
（応能割）①

被保険者一人当たり
40,020 円（38,760 円）

均等割　 
（応益割）②



お知らせ版●8 第 649号

　地域商工業の振興を図るため、商工会が事業実施主体となり、割増商品券を販売し

ます。

割増商品券とは
　額面1,000円の商品券10枚とプレミアム分2枚を1セット12枚つづりにしたも

のを10,000 円で販売するものです。ただし、8月 31日までの使用期限があります。

販売の開始日及び場所、制限は
　4月25日（日）から完売まで、柴田町商工会で販売いたします。特に、4月25日（日）
を重点販売日として、槻木地区は槻木事務所で、船岡地区は柴田町商工会で、販売い

たします。ただし、多くの町民から利用していだだくため、1人 1セットを上限とし

ます。

取扱店は町内200店舗
　店舗などの店先にポスターなどにより、柴田さくら商品券取扱店と表示します。

販売イベントとして、商品券購入者に取扱店利用のクーポン券を同時配付します
　クーポン券利用のお客さまには、抽選で液晶26型テレビ（地デジ対応）2本、旅

行券（3万円相当）5本

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　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／ 4月～ 9月の土日（全 5回）
�場所／柴田町太陽の村研修室およびひ
　まわり市民農園

�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

　培管理の現地指導

�募集人数／ 50人程度
�参加費／ 1,470 円（テキストおよび資
　料代）

�申込期限／ 4月 13日（火）

■申 ■問  柴田町観光物産協会
　� 56-3970

�日時・場所／4月3日（土）～11月28

　日（日）9：00～ 15：00

○毎月第 1土曜日：マルコ（槻木下町）

○第 2土曜日：イトーチェーン船岡店

（船岡東）○第 3土曜日：Ａコープ槻

木店（槻木上町）○第 4土曜日：イトー

チェーン柴田船迫店（船岡入袋）

包丁300円、はさみ500円、農機具700

円から各種承ります。

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　すばらしい柴田町を創る協議会（会長：

半澤正孝）は、植栽活動をはじめ、各種

奉仕活動を実践する団体です。一緒に活

動する方を募集します。ぜひご参加くだ

さい。

�申込期限／ 4月 17日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　全国の新幹線網を紹介しながら、鉄道

模型の運転を体験します。第 1回は、東

海道新幹線、東海道線特急電車シリーズ

です。（2カ月に 1回の開催予定）

�日時／4月10日（土）10:00～12:00
�場所／船迫生涯学習センター
�持込み／Ｎゲージ模型持参は可能
�対象／幼児から大人まで（幼児は保護
　者同伴）※参加無料

�申込期限／ 4月 9日（金）

■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�日時／ 4月 24日（土）10：00～（毎月
　第 4土曜実施）

�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

　男の料理ならではの、ぱっと出来る簡

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。

�対象／町内外問わずどなたでも
�募集人数／ 15人
�参加費／実費

■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　8020運動（80歳になっても自分の歯

を 20本以上保とう）を推進しています。

よい歯を保ち健康な方のご応募をお待ち

しています。

�対象／6月4日現在満80歳以上で20
　本以上（治療完了）の歯があり、健康

　な方

�応募方法／はがきまたは FAXに住所、
　氏名（フリガナ）、生年月日、年齢、電

　話番号、かかりつけまたは最寄りの歯

　科医院をご記入ください。

�応募期限／ 4月 16日（金）

■申 ■問  宮城県歯科医師会「コンクール事務
　局」〒980-0803仙台市青葉区国分
　町1-5-1　� 022-222-5960
　� 022-215-3442

　4月 1日から、地域包括支援センター

業務を、社会福祉法人柴田町社会福祉協

議会に委託となりました。これに伴い、

役場健康福祉課内から、下記の柴田町地

域福祉センターに移転しました。

�移転先／柴田町地域福祉センター（船岡
　字中島 68）� 86-3340　� 86-3341

�利用時間／ 8：30～ 17：00
�休業日／土・日、祝日、年末年始

もっと身近にシルバーパワー

刃物研ぎ始まります
募 集

太陽の村グリーン・ツーリズム
農家ではない人のための

「やさいづくり教室」の開講

推進委員募集

すばらしい柴田町を
創る協議会

会員募集

男の厨房愛好会

募 集

8020 よい歯のコンクール

地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域包包包包包包包包包包括括括括括括括括括括支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー地域包括支援センターががががががががががが
移移移移移移移移移移転転転転転転転転転転移転ししししししししししままままままままままししししししししししたたたたたたたたたたしました

東北新幹線全線開通記念

Nゲージ（鉄道模型）運転会を
開催します
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　県内各地で開催される桜、チューリッ

プ、菜の花、アヤメなどの花まつり、色

とりどりの花々が咲き競う花の名所、そ

して旬の食材と宮城の春を満喫するフラ

ワースタンプラリーを実施します。

チェックポイントでスタンプを集めて応

募すると、抽選で250名の方に各市町村

の特産品が当たります。スタンプラリー

ガイドブックは、各チェックポイントや

主な駅で配布しているほか、ホームペー

ジからもダウンロードできます。

　春のうららかな日差しの中、ガイドブ

ック片手に、県内各地の花めぐり、味め

ぐりに出かけてみてはいかがでしょうか。

�期間／ 4月 1日（木）～ 6月 30日（水）
※チェックポイントによって、スタンプの設
　置期間が異なりますので，ご注意ください。

�応募方法／県内 80カ所のチェックポ
　イントの中からガイドブック掲載の専

　用応募はがきに3カ所のスタンプを押

　印して応募

�応募締切／7月7日（水）（当日消印有効）
スタンプラリーガイドブックのダウン

ロードはこちらから

　http://www.sendaimiyagidc.jp/

■問  仙台・宮城観光キャンペーン推進協議
　会事務局（県観光課内）
　� 022-211-2895

�日時／4月6日、13日、20日、27日
　10：00～ 11：30

�場所／新栄集会所
　（ヨークベニマル

　柴田店となり）

�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
�参加費／無料
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。4月13日（火）

（第 2火曜日）には、おもちゃ病院も開

院します。

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆる
　りん（水戸）　

�日時／4月15日（木）13：00～16：00

�場所／役場第二会議室

�内容／相続、遺言、成年後見制度、契

　約など民事上の権利義務、そのほか家

　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／ 5月 20日（木）

宮城県行政書士会

http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所  � 0224-59-3277

　太陽の村の桜は、若木・老木で 400本

以上あり独特の風情で花を咲かせます。

広大な芝生の広場で桜越しに見る残雪の

蔵王とはるかなる太平洋は圧巻。素晴ら

しい眺めと、静かでゆったりとした時間

をどうぞお楽しみください。

① お花見弁当プラン
　桜の木の下で、レストランで、太陽の

村ならではの春を感じさせるお花見弁当

をお召し上がりください。

�華ちゃん弁当（計 10品）650円

�お花見弁当（計 14品）1,000 円

�内容／梅しらすごはん、桜もち、ゆず
　巻き、鶏の味噌焼き、焼き魚、揚げ物

　など

② 気のあった仲間とお花見プラン
　南窓から桜の木々を間近に見ることが

でき、気の合ったお仲間とお部屋でゆっ

くりと楽しめる昼食プランです。

�料金／ 2,000 円
�時間／ 11：00～ 14：00
�内容／豪華お花見弁当（計 18品）
　部屋（和室 8畳）
※ 2名～ 6名様でお申し込みください。

③ 花より宴プラン
　職場や、大人数でのお花見は「花より

団子」「花よりお酒」。夜桜には、ご宴会

の部屋を別途ご用意いたします。

�料金／ 3,000 円～
�時間／ 11：00～ 21：00
※ 8 名様以上でお申し込みください。

 いずれのプランも予約が必要です。

■問 ■申  柴田町観光物産協会　
　� 56-3970

　船岡地区子ども会育成会の子どもみこ

しパレードを実施します。ご声援よろし

くお願いします。

�日時／ 4月 18日（日）9:20 ～ 11:30

�場所／船岡中央公園～銀座通り～駅前

　通り～三名生幹線通り

■問  船岡地区子ども会育成会（平間）
　

　風景画を通して水彩画を楽しむ会を開

きます。初めての方も大丈夫です。一緒

に楽しみませんか。昼のコースはスケッ

チをします。

�日時／毎月第 1・3火曜日（月 2回）
　（昼、夜の教室）

�場所／しばたの郷土館
�参加費／月 2,000 円

■申 ■問  陶久（すえひさ）  

　エコでお得なフリマで家族みんなで楽

しもう。使わなくなったおもちゃを持ち

寄って「おもちゃの交換会」も同時開催。

小学生以下のお子さまが参加できます。

�日時／ 5月 4日（火）10：00～ 15：00
※雨天時は 5月 5日（水）へ延期

�場所／船岡城址公園

�提供区画／手持ち出店（1シート 2ｍ

　× 3ｍ）30店、車出店（1シート 4ｍ

　× 5ｍ）20店

�出店料／無料

�申込方法／事務局に連絡。またはホー

　ムページよりダウンロード。

■申 ■問  実行委員会（担当：廣谷）　
　jc@tony.jp

　http://www.sakurajc.com/

花めぐり味めぐり
仙台・宮城フラワースタンプラリー

募 集

子育てひろば“ゆるりん”

毎週火曜日開催します

船 岡 地 区

子どもみこしパレード

出店者大募集

（社）さくら青年会議所主催

エコミュニティ市場
～フリマ in 船岡城址公園～

募 集

保科水彩画教室

太陽の村太陽の村

お花見特別プランお花見特別プラン
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※ 1 歳 6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳 6か月児健康診査を受ける方は、歯ブラシとタオルをお持ちください。

※ 成人健康相談のある方はご連絡ください。

※ 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。

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伊藤先生平成 21年 11月生まれの方4か月児健康診査4/1（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 20年 9月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）2（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

7（水）
13：00～ 15：00本多（修）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）

  9：15～   9：45平成 21年 4月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

9（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付14（水）
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）15（木）

  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（金）

12：45～ 13：15吉田先生平成 19年 12月生まれの方
2歳児歯科健康診査（フッ素塗布希望
者は調査票をお持ちください）

20（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
21（水）

12：45～ 13：15板野先生、玉野井先生平成 18年 10月生まれの方3歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）27（火）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付28（水）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 20年 10月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）5/7（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）10（月）

  9：15～   9：45平成 21年 5月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

11（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
12（水）

13：00～ 15：00本多（修）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伊藤先生平成 21年 12月生まれの方4か月児健康診査13（木）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-4390大河原スエヒロデンタルクリニック55-3509船　岡毛利産婦人科医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック4/4

57-2120船　岡大友歯科医院51-3741大河原庄司クリニック52-2777大河原平井内科11

83-4395村　田大沼歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所51-5355大河原さくら小児科18

53-2134大河原小田部歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-6061村　田村田内科クリニック25

56-1853槻　木おたべ歯科クリニック56-1451槻　木乾医院83-2445村　田中核病院村田診療所29

53-8020大河原いのうえ歯科医院51-1502大河原大河原整形外科52-2777大河原平井内科5/2

56-2766槻　木乾歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院52-1058大河原日下内科医院3

56-1026槻　木飯淵歯科医院51-3741大河原庄司クリニック51-5355大河原さくら小児科4

53-2348大河原安藤歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所55-1702船　岡太田内科5

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

�対象者／1期：1歳児
2期：小学校就学前の1年間にある 5歳 6歳（平成16年4月2日～平成17年4月1日生まれ）

3期：中学 1年生相当（平成9年 4月 2日～平成 10年 4月 1日生まれ）

4期：高校 3年生相当（平成4年 4月 2日～平成 5年 4月 1日生まれ）
※3期・4期については、平成20年度～平成 24年度のみの時限措置です。

2期・3期・4期の対象者には、3月 24日の区長配達で麻しん風しん予防接種の実施通知を送付

しています。接種期限が平成23年 3月 31日までとなっています。3月以降の転入者など、通

知の届いていない方はお問い合わせください。
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