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�募集対象／町内在住の65歳未満の方で、企業の雇用調整などによる雇い止めにより離職した方および内定を取り消された方を優
　先に採用いたします（ただし、過去に町の緊急雇用対策で6カ月を超える期間雇用された方は除きます）。

�雇用期間／平成22年 10月 1日～平成 23年 3月 31日
�職種および業務内容／

募 集

柴田町臨時職員を募集します（緊急雇用対策）

　総務省では、経済的な理由などで地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行することが難しい世帯への支援を行っています。

�支援の対象者／生活保護世帯などの公的扶助受給世帯、市町村民税非課税の障害者のいる世帯、社会福祉事業施設入所者の方々で
　NHKの放送受信料の全額免除を受けている世帯
※既に、地上デジタル放送を視聴されている世帯の方は支援の対象外です（共同受信施設またはケーブルテレビの改修工事については平成21年4月
　以降に工事が行われた場合でも、改修費などが支援の対象となる場合があります）。

�支援の内容／現在お持ちのアナログテレビに取り付ける「簡易なチューナー」の無償給付を行います。アンテナ改修などが必要な
　場合にはその支援も行います。

�申込書配付先／福祉課および槻木事務所　　�申込受付期間／12月 28日（火）まで（消印有効）※申込期間が延長されました。
�申込先／総務省地デジチューナー支援実施センター
�ご注意いただきたい点／
　�支援の申し込みにはNHKと受信契約を結び、全額免除の適用を受けることが必要です。

　�支援は現物給付ですので、ご自身で購入されたチューナー、アンテナ改修などの費用を清算することはできません。

■問  総務省地デジチューナー支援実施センター　� 0570-033840　福祉課　� 55-5010

�勤務条件／○勤務時間等　月曜日～金曜日　8：30～ 17：15（1日 7時間 45分勤務）月20日程度
　　　　　　　※職種により勤務時間が異なる場合があります。

　　　　　　○賃金　日額5,813円（時間給750円）

　　　　　　○社会保険および雇用保険は勤務条件により加入いたします。

�申込期間／○平成22年 8月 2日（月）～8月 12日（木）まで（受付時間：8：30～ 17：15　土・日曜日を除く）
　　　　　　○募集人数に満たない場合は、随時募集とします。

�申込方法／○受付　柴田町役場総務課秘書職員班　
　　　　　　○提出書類　市販の履歴書（写真添付）。離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入れ通知書もしくは離職票など

　　　　　　　の写し
　　　　　　　※上記書類は返却しませんのでご了承願います。

�選考方法／書類審査のほか面接を行います。※詳細は申込時にご連絡いたします。
�その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。※診断書は自費負担になりますのでご了承願います。

■申 ■問  総務課　� 55-2111

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

一般的事務補助に従事3人一般事務等補助

草刈・剪定・施設修繕・へい獣処理など3人施設環境整備労務

町内小中学校で、児童生徒への学習補助、図書室での整
備支援、学校環境整備など（学校で行う業務全般支援）

3人校務支援業務
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区分 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水火月日
☆☆☆☆☆☆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

�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／ 8月 15日（日）  毎月第 3日曜日
毎週日曜日にプールのB床（手前側）を水深80㎝にして営業しています。

○…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

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

8 月15日（日） 9:00～16:00

入間田テニスコート

8 月 8 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／8 月17 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／8 月19 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

9
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

8月 3 日（火）近江　宣男

生　　活

8月10日（火）佐藤由美子

8月17日（火）飯渕　紀子

8月24日（火）関根　朝成

8月31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
役場第二会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

8月 4 日（水）木島　基子

人　　権 8月11日（水）桂川　クメ

8月18日（水）渡邊みち子

8月25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

　6月 16日施行になったシベリア特別

措置法（平成 22年法律第 45号）によ

り特別給付金を支給します。

　対象者は、先に特別慰労品を受けられ

た方になりますので、当基金から直接対

象者あてに「特別給付金請求書」などを

送付いたします（10月中旬の予定）。

　なお、この特別措置法の施行日（6月

16日）前に亡くなられた場合は対象にな

りません。また、シベリア戦後強制抑留

者で過去に特別慰労品を受けていない方

は、当基金にお問い合わせください。

■問  （独）平和祈念事業特別基金事業部特別
　給付金事業担当　� 03-5860-2748

　大雨の時に地下道の冠水をお知らせする回転灯を設置しました。ライトが点灯して

いたらご注意ください。

�設置場所／下図の1,2,3,4,6,7 号地下道

　あなたの土地（管理地）の樹木や生垣

を少し点検してください。

　枝が張りだして近所に迷惑をかけたり、

通行の妨げになったりしていませんか。

樹木の張り出しは道路が狭くなったり見

通しが悪くなるだけでなく、道路標識が

隠れてしまうなど、交通事故を引き起こ

す原因にもなり大変危険です。歩行者や

車両の通行に支障がないよう、樹木の枝

払いや生垣の刈り込みなど適正な管理を

お願いします。

■問  都市建設課　� 55-2120
　 町民環境課　� 55-2113

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道 44444444444444444444444444444444 号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号号地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道国道4号地下道の冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠冠水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水にご注意ください

■問  仙台河川国道事務所岩沼国道維持出張所　� 0223-22-3039
　　都市建設課　� 55-2120

設置地下道
一般国道4号
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�募集人員／5歳児　4人、4歳児　1人

�入園資格／町内在住の平成 22年 4月

　1日現在で 5歳と 4歳のお子さん

�申込方法／第一幼稚園で配布する入園

　願書にてお申し込みください。

�受付／土・日曜日、休日を除く。

○ 5歳児：随時受付（定員になり次第終

　了）

○ 4歳児：8月 6日（金）まで。複数の応

　募があった場合は抽選、応募がない場

　合は随時受け付けします。

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　次の検診および健康診査の受診票などを配布します。届いた受診票は受診当日まで

紛失しないように十分ご注意ください。8月 16日（月）までに受診票が届かない場合

はご連絡ください。受診をご希望の方は 9月 27日（月）までお申し込みください。当
日会場でのお申し込みはできません。

�募集対象／日本画・洋画・書・写真・工芸の5部門　　　�テーマ／自由
�出展者規定／県内在住の60歳以上のアマチュアの方　　　�出展料／500円
�申込期限／10月 20日（水）　　　�展示会場／宮城県美術館県民ギャラリー
�展示期間／12月 16日（木）～ 19日（日）※入場無料
�その他／部門ごとに応募規定がありますので、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

　町営住宅の入居者を募集します。応募

者多数の場合は抽選とします。

�募集住宅／①並松 3-1 号 (2K)

　　　　　　②神山前 2-205 号 (2K)

　　　　　　③槻木駅前403号 (3LDK)

　　　　　　④槻木駅前902号 (3LDK)

�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おります。

�受付期間／ 8月 2日（月）～ 13日（金）

　8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

�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

�日時／ 8月 23日（月）13：00～

�人形の受付日時／

　8月 22日（日）13：00～ 17：00

　8月 23日（月）9：00～ 13：00
※直接会場にご持参ください。ガラスなどの
　ケース、陶器はお引き受けできません。

�場所／葬祭会館「やすらぎホールしば

　た」（西船迫 1丁目）
※供養式に出席の方、幼児へプレゼントあり

�供養・お焚き上げ料／無料

■問  株式会社ジェイエイ仙南サービス葬
　祭課　� 52-2929

　やすらぎホールしばた　� 58-1158

作品募集

第 18回宮城シニア美術展

募 集

町営住宅入居者募集

募 集

柴田町立第一幼稚園

平成 22年度入園児追加募集

人形供養祭
お人形・ぬいぐるみのご供養式

【結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）】
�対象／○結核検診：65歳以上の方（肺がん検診も兼ねて受けられます）
　○肺がん検診：40歳以上の方（65歳以上の方は結核検診も兼ねて受けられます）
※注意：職場や医療機関で受けた方または受ける予定の方および治療中の方などは対象外となります。
　また、結核検診は感染の拡大を防ぐため、お申し込みの有無が確認できない方に対しても受診票を
　配布する場合がありますので、ご了承願います。

�検診内容／胸部レントゲン間接撮影
�自己負担料／① 65歳以上の方 無料　② 40歳～ 64歳の柴田町国民健康保険加入
　者 200 円　③上記以外の方 400 円

【肺がん検診（かくたん細胞診検査）】
�対象／ 50歳以上で多量に喫煙されている方または 40歳以上で最近 6カ月以内に
　血の混じっているたんのあった方
�検診内容／容器にたんを3日間続けて採り、がん細胞の有無を検査します。容器は
　保健センターまたは槻木事務所にご提出ください。※受け付けは結核・肺がん検診（Ｘ
　 線写真撮影）受診時に行います。事前のお申し込みは不要です。

�自己負担料／①75歳以上の方および柴田町国民健康保険加入者400円　②上記以
　外の方 800円

【肝炎ウイルス検診】
�対象／① 40歳の方（対象者全員に受診票を送付しますが、職場などで受けたこと
　がある方または受ける方は対象外となります）　② 41歳以上で、過去に肝炎ウイ
　ルス検診を受けたことがない方で受診を希望される方（電話でのお申し込みが必要
　です）
�検診内容／問診、採血検査（Ｂ型：HBs 抗原検査、Ｃ型：HCv抗体検査）
�自己負担料／ 700円

【基本健康診査】
�対象／ 40歳以上で、次のいずれかの条件に該当する方
　①生活保護受給者　②健康保険証の資格取得年月日が平成22年4月2日以降の方
※注意：職場などで健診を受けた方または受ける予定の方および特定健康診査または後期高齢者健康
　診査対象者は対象外となります。

�健診内容／①基本的な健診の項目：診察、計測（身体、血圧、腹囲）、検査（脂質、
　肝機能、ヘモグロビンA1c、尿、腎機能）
　②詳細な健診項目（医師が必要と認めた方）：検査（貧血、心電図、眼底）
※注意：詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などを踏まえて医師が判断し実施します。前年度健
　診結果通知書をお持ちの方は当日お持ちください。

�自己負担料／① 65歳以上　1,400 円　② 40歳～ 64歳　1,700 円

※年齢は、検診により要件が異なります。詳細はお問い合わせください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160
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募 集

夏山登山参加者募集

　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／ 9月 7日（火）10：00～ 15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 8月 24日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　健康づくりは今からがスタートです。普段の自分の食事量や食事バランスなどを確

認してみませんか？事前のお申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 8月 27日（金）10：00～ 11：30　　　�受付時間／9：30～ 10：00
�会場／船迫生涯学習センター
�対象／平成22年度特定健康診査を受けた40歳から 64歳の方（社会保険被扶養の
　方も含む）

�内容／健康づくりのコツ、自分に必要な食事量、食事バランスの確認など
�持ち物／①特定健康診査結果通知表　②結果通知表に同封の案内チラシ（町国民健
　康保険加入者のみとなります。チラシ裏面をご記入の上お持ちください。）③筆記用

　具④眼鏡（必要な方）

■問  健康推進課　� 55-2160

　夏山に登ってみませんか。初心者でも

可能です。詳しくはお問い合わせください。

�日時／ 8月 22日（日）
※船迫生涯学習センター 6:30 集合

�場所／不忘山（硯石登山口から山頂ま
　での往復）

�参加費／ 2,500 円（保険料込）

■申 ■問   桜山遊会（星）
　（高橋）

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／8月10日（火）・24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／8月10日（火）・24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

「特定健康診査事後指導会」を開催します

　平成20年度から、40歳から 74歳までの方を対象にメタボリックシンドローム

に着目した特定健康診査を実施しています。

町国民健康保険加入者で65歳～74歳、10月1日以降に75歳の誕生日を迎える方
　対象者には8月上旬までに受診券を送付いたします。受診券に必要事項を記入し、

国民健康保険証を持参の上、指定された日に受診してください。
※職場などで健診を受けた方または受ける予定の方は除きます。
※町国民健康保険加入者で40歳から 64歳までの方は、集団の健診ではなく、町内の医療機
　関で受診していただく個別の健診になります。対象者には直接受診券を送付いたします。

�自己負担料／1,400円
�健診内容
　①基本的な健診／問診、診察、計測（身長、体重、腹囲、血圧）、採血検査（脂質、

　　肝機能、ヘモグロビンA1c）、尿検査

　②詳細な健診（医師が必要と認めた方）／検査（貧血、心電図、眼底）
※今年度から実施する詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などをふまえて医師が判断し実
　施します。前年度の健診結果通知書をお持ちの方は当日持参してください。

被用者保険（協会けんぽ・共済組合・健康保険組合など）の被扶養者（40歳から
74歳）で、受診券が発行されている方
　受診券と健康保険証を持参し指定の日に受診ください。
※自己負担料は被用者保険により違います。また、被用者保険によって、受診できない場合も
　ありますので、保険証を発行している医療保険者にお問い合わせください。

　

　対象者には8月上旬までに受診券を送付いたします。受診券に必要事項を記入し、

後期高齢者医療被保険者証を持参の上、指定された日に受診してください。
※自己負担はありません。

�対象者／75歳以上（一定の障害がある方は65歳以上）の方、9月 30日までに
　75歳の誕生日を迎える方

�健診内容
　①基本的な健診／問診、診察、計測（身長、体重、血圧）、採血検査（脂質、肝機

　　能、ヘモグロビンA1c）、尿検査

　②詳細な健診（医師が必要と認めた方）／検査（貧血、心電図、眼底）
※今年度から実施する詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などをふまえて医師が判断し実
　施します。前年度の健診結果通知書をお持ちの方は当日持参してください。

■問  健康推進課　� 55-2114
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 お願いとお知らせ

①会場の駐車場は大変混雑します。混雑を避けるため、近所の方と乗り合いなどで来
　られるようご協力をお願いします。
②受付開始直後は大変混み合いますのでご了承ください。混雑状況によっては座って
　お待ちいただくことができない場合もあります。時間をずらしていただくとスムー
　ズに受診できます。なるべく時間帯をずらして来られるようご協力をお願いします。
③指定日時が都合の悪い場合は、都合の良い日時に受診してください。

■問  健康推進課（町国保特定健康診査、後期高齢者健康診査担当）� 55-2114
　（結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査担当）� 55-2160

場所（所在地）対 象 行 政 区受付時間月日

農村環境改善
センター（入間田）

23、24、26  9：00～ 11：008/20
（金） 21、22、25、2713：00～ 14：00

船岡生涯学習
センター
（中名生）

11A  9：00～ 11：008/24
（火） 12B13：00～ 14：00

12A  9：00～ 11：008/25
（水） 11B13：00～ 14：00

槻木生涯学習
センター
（槻木下町）

28  9：00～ 11：008/26
（木） 1413：00～ 14：00

16（下町 1丁目・2丁目）  9：00～ 11：008/27
（金） 16（上記以外）13：00～ 14：00

平日受診
できない方

17B（松ヶ越 2丁目）  9：00～ 11：008/28
（土） 17B（上記以外）13：00～ 14：00

13（白幡 2丁目、3丁目、4丁目）  9：00～ 11：00
8/31
（火） 13（上記以外）、1513：00～ 14：00

日中受診できない方17：30～ 18：30

17A（槻木西 1丁目、2丁目）  9：00～ 11：009/1
（水） 17A（上記以外）13：00～ 14：00

18B、19  9：00～ 11：009/2
（木） 18A、2013：00～ 14：00

船迫生涯学習
センター
（西船迫）

29B（北船岡 1丁目、西船迫 2丁目、本船迫）  9：00～ 11：009/7
（火） 29D13：00～ 14：00

29B（北船岡 3丁目）  9：00～ 11：009/8
（水） 29A13：00～ 14：00

29C（西船迫 3丁目、本船迫）  9：00～ 11：009/9
（木） 29C（上記以外）13：00～ 14：00

29B（北船岡 2丁目）  9：00～ 11：009/10
（金） 1013：00～ 14：00

保健センター
（役場）

1  9：00～ 11：009/22
（水） 313：00～ 14：00

5、9B  9：00～ 11：009/24
（金） 813：00～ 14：00

平日受診
できない方

30（清住町）  9：00～ 11：009/25
（土） 30（上記以外）13：00～ 14：00

2  9：00～ 11：009/27
（月） 7B13：00～ 14：00

6B  9：00～ 11：009/28
（火） 6A13：00～ 14：00

7A  9：00～ 11：00
9/29
（水） 9A13：00～ 14：00

日中受診できない方17：30～ 18：30

4  9：00～ 11：009/30
（木） 11C13：00～ 14：00
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募 集

放送大学 10月生募集

　特定健診、後期高齢者健診会場で「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）

�実施日等／

○介護保険料額について
　介護保険では、制度を健全に運営するために3年ごとに事業計画を策定しており、

第1号被保険者（65歳以上の人）の介護保険料については、その事業計画に基づき

基準額が決められています。平成22年度の介護保険料は、下表のとおりです（昨年

度と変更はありません）。

　皆さまそれぞれの所得段階や保険料額は郵送にて個別に通知いたしますので、ご確

認ください。

【平成22年度介護保険料額】

　放送大学では、平成 22年度第 2学期

（10月入学）の学生を募集しています。

放送大学はテレビなどの放送を利用して

授業を行なう通信制の大学です。働きな

がら学んで大学を卒業したい、学びを楽

しみたいなど、さまざまな目的で幅広い

世代、職業の方が学んでいます。心理

学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学

など幅広い分野を学べます。

○ 15歳以上の方なら、1科目から学習

　する選科履修生・科目履修生として入

　学できます。

○ 18歳以上の大学入学資格をお持ちの

　方なら、学力試験はなく、全科履修生

　として入学でき、4年以上在学し 124

　単位以上を修得して卒業すると、学士

　（教養）の学位を取得できます。

○ひとつの分野を体系的に学びたい方に

　は、「放送大学エキスパート」を実施し

　ています。

　出願期間は 8月 31日（火）まで。資料

を無料で差し上げています。お気軽にご

請求ください。放送大学ホームページで

も受け付けています。

■問  放送大学宮城学習センター
　�022-224-0651　�022-224-0585

　http://www.campus.ouj.ac.jp/̃miyagi/

�受付時間／ 9：00～ 11：15

�内容／●歯や歯茎、入れ歯などの相談

　●歯の状態の簡単な診察

�対象／ 40歳以上の方

■問  健康推進課　� 55-2160

場所実施日

農村環境改善
センター　　

8月 20日（金）

保健センター
9月 28日（火）

9月 29日（水）

※上表の介護保険料額は、平成21年度から平成23年度まで 3年間適用されます。

○介護保険料の納付方法について

年金が年額18万円以上の人は、年金からの天引きで納付します（特別徴収）
　4月、6月は前年度 2月分と同じ保険料額を納付します。8月、10月、12月、翌

年 2月は、前年の所得をもとに決定した保険料年額から4月、6月納付分を差し引い

た額を納付します。
※特別徴収対象の人には、7月下旬に「介護保険料額決定通知書」（はがき）を送付します。

年金が年額18万円未満の人は、町から送付される納付書で納付します（普通徴収）
　4月、6月は前年度の所得段階区分を用いて算定した保険料額を納付します（暫定賦

課）。8月、10月、12月、翌年 2月は前年の所得をもとに決定した保険料年額から

暫定賦課分を差し引いた額を納付します（本算定賦課）。
※普通徴収対象の人には、8月中旬に「介護保険料納付通知書」（封書）を送付します。
※本来、年金からの天引きになる人でも、一時的に納付書で納める場合があります。
　�年度の途中で65歳になったとき
　�年度の途中で他の市区町村から転入したとき
　�年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
　�年度の途中で年金の受給がはじまったとき
　�年金の現況届の提出が遅れたとき、まだ提出していないとき
　�前年度特別徴収の人で、年度途中に保険料が完納となり、前年度2月分の年金から保険料が
　　天引きされなかったとき
※災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めないでいると、滞納の期間に応じ
　て、保険給付が制限されます。

■問  福祉課　� 55-2159

保険料年額対　　　象　　　者所得段階

20,400 円
（基準額× 0.5）

生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税で、
老齢福祉年金を受給している人

第 1段階

20,400 円
（基準額× 0.5）

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の人

第 2段階

30,600 円
（基準額× 0.75）

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所
得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える
人

第 3段階

34,680 円
（基準額× 0.85）

世帯内に市町村民税が課税されている人がいる場合で、
本人が市町村民税非課税でかつ前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計額が80万円以下の人

特例　　
第 4段階

40,800 円
（基準額）

世帯内に市町村民税が課税されている人がいる場合で、
本人が市町村民税非課税でかつ前年の合計所得金額と
課税年金収入額の合計額が80万円を超える人

第 4段階

51,000 円
（基準額× 1.25）

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200
万円未満の人

第 5段階

61,200 円
（基準額× 1.5）

本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200
万円以上の人

第 6段階
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　町には、町内の小規模事業者が小規模

工事などを受注できる機会を拡大するた

めの登録制度があります。登録を希望す

る場合は指定の様式で登録してください。

　登録した場合、対象となる工事は、そ

の内容が軽易なもので、1件の予定価格

が 130万円以下の工事または修繕とな

ります。

�登録資格／以下のすべてを満たす者です。

　1．町内に主たる事業所（本社・本店）

　　を置く法人または個人

　2．登録しようとする工種を 3年以上

　　営んでいること

　3．町税を完納していること

�登録用紙の配布／財政課
※町のホームページからダウンロードもでき
　ます。

�有効期限／平成 23年 3月 31日まで

■申 ■問  財政課　� 55-2278

　20歳から60歳までの間は国民年金への加入が義務づけられており、会社を辞めた

ときは国民年金の手続きが必要です。

　離職されたときは、第2号被保険者（厚生年金）から第1号被保険者（国民年金）

への変更の届出が必要となります。また、配偶者を扶養していた場合は、第3号被保

険者（第2号被保険者に扶養されている配偶者）であった方についても、第3号被保

険者から第1号被保険者への変更の届出が必要となります。

　国民年金の保険料は、定額で15,100 円（平成 22年度）です。手続き後、納付書

が送付されますので金融機関やコンビニエンスストアなどで納付するか、口座振替な

どの方法を利用してください。

○月々の保険料の納付が難しいとき
　国民年金には、所得が少ないなど保険料を納めることが経済的に困難な場合に、ご

本人の申請手続きによって、保険料の納付が免除される制度があります。

　離職したことにより保険料納付が困難な場合は、特例免除制度というものがありま

す。通常、免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年所得がそれぞれ一定額以

下である必要がありますが、特例免除では、離職したことがわかる雇用保険受給資格

者証や離職票などの公的機関の証明書の写しを添付すれば、離職した方の前年所得は

除外して審査を行います。

　特例免除は、申請する年度または前年度に退職（失業）した場合が対象となります。

手続きは、以下のものをご持参の上、健康推進課国民年金窓口で手続きを行ってくだ

さい。

�年金手帳、認め印（本人が署名する場合は不要）、雇用保険受給資格者証または離職

　票

○免除と未納ではこんなに違います
�未納の場合、将来の老齢年金の年金額に加算されませんが、保険料の全額が免除さ

　れた場合は、その期間は保険料を2分の 1納付したとみなされ、将来の老齢年金の

　年金額に加算されます。（これまで3分の1として計算されていましたが、平成21

　年 4月以降の免除期間からは2分の 1として計算されるようになりました。）

�未納の場合、病気や事故で障害が残ったときや一家の働き手が亡くなったときに障

　害年金、遺族年金などが支給されないことがあります。免除期間については支給対

　象の期間とされます。

�再就職後など資力が回復したときに過去の保険料を納付する場合、未納の期間は2

　年間しか遡れませんが、免除を受けていた期間は10年間まで遡ることができます。
※免除期間の保険料は、経過期間に応じて、当時の金額に加算額が上乗せされます。

　再就職までの間くらいと思って未納にしておくと、もしものときに保障が受けられ

ないことがあります。毎月の保険料の納付が難しいときは、まずは免除申請をするよ

うにしましょう。

■問  日本年金機構大河原事務所　� 51-3113　健康推進課　� 55-2114

　170インチの大型スクリーンと迫力ある音響で映画館のような雰囲気をみんなで

楽しもう。

�日時／ 8月 20日（金）午前の部10：00～　午後の部 13：30～
�場所／船迫生涯学習センター
�上映作品／午前の部：「めぐみのおこづかいを考えよう」、アニメ「プリンセスと魔
　法のキス」　午後の部：「まさとのおこづかいを考えよう」、アニメ「ウルルの森の物

　語」

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者同伴）　　　�参加費／無料

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　夏は、高温多湿で体力の消耗が激しい

ことに加え、お盆の帰省や夏休みを利用

した家族旅行の長距離運転による過労運

転などを原因とする交通事故が増加しま

す。

　交通事故を防ぐため、運転計画にはゆ

とりを持ち、常に安全運転を心がけま

しょう。また、高齢者が関係する交通事

故が増えています。交通安全についても

う一度ご家庭で確認をお願いいたします。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　町内在住の母子家庭の親子移動研修会
を行います。お気軽にご参加ください。
また、柴田町母子寡婦福祉会の会員も募
集中です。
�日時／ 8月 22日（日）9：30～ 14:00
�研修先／亘理町方面
�内容／地震体験など
�参加費／大人1,000円、子ども500円
※当日ご持参ください。

�申込期限／ 8月 12日（木）

■申 ■問  柴田町母子寡婦福祉会（水戸）
　

夏休み子ども映画会

ゆずり合う心で交通事故防止

母子家庭親子移動研修会

離職したときは国民年金の手続きをお忘れなく
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募 集

仙南地域職業訓練センター 夏休み親子教室参加者募集

募 集

オカリナ無料体験会

�場所／仙南地域職業訓練センター（柴田町船岡照内1-9）
�対象者／小学生と保護者の方
�申込方法／電話またはＦＡＸ（氏名・連絡先・講座名を明記）
�申込期限／8月 10日（火）
※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

　講座のお知らせ　

　①柴田町のすばらしい先人たちのお話し（講演）
�テーマ／「120年前に日食を観測した柴田町の人々」
�概要／明治時代に町内で日食の観測をした人たちの活躍を紹介します。
�日時／ 8月 4日（水）14:00 ～ 15:00
�対象／小学生（高学年）以上　�募集人数／20人（先着順）　�参加費／無料
※申し込みは不要です。参加した小学生の皆さんには参加記念品があります。

　②「柴田町の歴史と生活文化」講座のご案内
�テーマ／「見慣れた風景の中の大きな碑（いしぶみ）」
�概要／町内にはたくさんの石碑がありますが、探っていくとさまざまな町の歴史が
　わかります。画像を見ながら町の歴史を紹介します。
�日時／ 8月 25日（水）14:00 ～ 15:00　�募集人数／20人（先着順）　
�参加費／無料　�申込期限／8月 21日（土）まで  ※「ゆる．ぷら」に電話でお申し込みください。

　「ゆる .ぷら夏祭り」開催！　

　見てみよう！触れてみよう！食べてみよう！作ってみよう！
「太鼓演奏」でスタートします。ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしています♪
�日時／ 8月 7日（土）10:00 ～ 17:00
�内容／茶道やかわいい工作の体験会（実費負担あり）、人形劇・紙芝居の鑑賞会、
　柴田町のおいしいお菓子の販売会

　ギャラリー展示　

ステンドグラス：定期的に入れ替わる素敵な作品をご覧ください。
親子で楽しく絵本を読もう：のんびりお子さんとの時間を楽しみませんか？

　囲碁・将棋体験教室のご案内　

　初心者の方でも大丈夫です。丁寧に教えてくれます。
�日時／ 8月 5日（木）・21日（土）10：00～　※毎月、第1木曜日と第3土曜日に、定
　期的に開催しています。

�参加費／無料　※申し込みは不要です。
　

�開館時間／10：00～ 18：00
� 8月の休館日／2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）、30日（月）

■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　FAX86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
　まちづくり政策課　� 54-2111

開館時間
休館日

　6月に開催しました「しばたのオープ
ンガーデン～美しい庭めぐり～」の模様
を写真で紹介します。どうぞご覧くださ
い。入場無料です。
�期間／ 8月 5日（木）～ 14日（土）
※8月 9日（月）を除く（会場の休館日）

�会場／槻木生涯学習センター 1階

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　オカリナは優しい癒しの音色です。あ
なたもそんな素朴で素敵な音色を聴き、
奏でてみませんか。
�日時・場所／
○ 8月 10日（火）、24日（火）14：30～
　第 15区集会所
○ 8月 17日（火）14：30～
　船岡公民館
�内容／ミニコンサートと体験

■申 ■問  オカリナサークル（高橋）
　

講座内容持ち物日時・受講料講座名・募集人数

コントローラーで作動す
る「2足歩行バトルロボッ
ト」を作成します。

筆記用具
8月 21日（土）
8：40～ 12：30
受講料：1組 1,800 円

親子工作教室
募集人数：親子 30組

かわいい「子パンダ」「お
花」の 2種類の“飾り巻
き寿司”作りに挑戦します。

エプロン
三角巾　
筆記用具

8月 21日（土）
9：30～ 12：30
受講料：1組 600円

親子料理教室
募集人数：親子 12組

「花のまち柴田」のオープン
ガーデン写真展のご案内

　自由にふらっと気軽に遊びにくる
“屋根のある公園“です。気軽にお出
かけください。予約は要りません。今
回「おもちゃ病院」はお休みです。
�日時／ 8月 3日（火）、24日（火）、
　31日（火）10：00～ 11：30
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル
　柴田店隣り）
�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

　おもしろ科学教室と冷やしうどんを
作ります！
�日時／8月21日（土）10：00～14：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学 1年生～ 6年生
�募集人数／30人　�参加費／300円
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆ
　るりん　� 080-4178-9374

募 集

子育てひろば“ゆるりん”

募 集

ゆるりん学童クラブ
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平成 22年度柴高祭のご案内

「夏の菊祭り」開催　お盆用の菊販売いたします！

　町では、身体や知的に障害のある方の

暮らしや利用できるサービスなどについ

ての相談やアドバイスを行う「身体・知

的障害者相談員」を委託しています。

　相談内容の秘密は厳守されますので、

お気軽にご相談ください。

　
■問  福祉課　� 55-5010

�日時／8月19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／ 9月 16日（木）
宮城県行政書士会

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

■問  福島行政事務所  � 0224-63-5779

　大変わかりやすいと受講生から好評の講習会を実施します。下記以外のコースもあ

りますので、お問い合わせください。本校ホームページでもご覧いただけます。

�対象／在職中または求職中の方　　　�場所／白石高等技術専門校　
�受講料／各コース、教科書代2,000円程度　※応募多数の場合は抽選となります。

�日時／ 8月 28日（土）9:30 ～ 14：30
�場所／柴田高校
�テーマ／軌跡～光の道すじ～
�内容／
○各教室　文化部による活動発表

○体育館　演劇部・音楽部・吹奏楽部に

　よる演奏、体育実技発表会（体育科の

　活動発表、集団行動披露）

○中庭　模擬店やＰＴＡによる食品販売

■問  柴田高校　� 56-3801

＜夏の蔵王トレッキング＞
�日時／ 8月 5日（木）8：30～ 15：30（8：20に大黒天駐車場集合）
�コース／大黒天駐車場→刈田岳→熊野岳　　　�参加費／1,000円 
�申込期限／8月 3日（火）

＜夏の自然まんきつフェア＞
�内容・日時等／

�場所／蔵王野鳥の森自然観察センター　　　�申込方法／当日現地受付（予約不要）
※8月 14日（土）12：00～ 12：30に、若月美香さんのフルート演奏があります。

■問  蔵王野鳥の森自然観察センター「ことりはうす」� 0224-34-1882　� 0224-34-1871

　地産地消の推進を目的として平成22年 3月に設立された「地産地消推進協議会」

加盟の各直売所で柴田の特産品である菊の販売を行います。直売所ごとにお楽しみイ

ベントや、新鮮な地場産野菜などの販売も行っていますのでぜひお越しください。

�日時・場所等／

■問  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

場　　　　　所時　　間開　催　日直売所名

成田字杉ノ内地内（県道亘理村
田線の信号機のある交差点沿い）

9:00 ～ 17:00
8 月 11日（水）
　   ～ 13 日（金）

お羽山さん

葉坂字桟敷場地内（北日本電線
を北に下った石折神社向かい）

8:00 ～ 16:00
8 月 10日（火）
 　  ～ 15日（日）

みてがいん

西船迫 1丁目 10-3
（JAみやぎ仙南本店構内）

9:00 ～ 14:00
8月10日（火）、12日（木）、
14日（土）

産直会ふうど

船岡中央 2丁目 3-45
（柴田町保健センター入口）

10:30 ～ 13:008 月 12日（木）木よう市

募 集

在職者向け訓練受講者募集

■申 ■問  白石高等技術専門校　� 0224-35-1511

内容（予定）申込期限定員日　　時コース名

マウス操作、文字入力、文書作成、
インターネット・メールなど

9/1（水）10人
10/2（土）・3（日）
9:20 ～ 15:40

初心者のための
パソコン入門

データ入力・編集、表作成・編
集・印刷、グラフ作成など

9/1（水）10人
10/2（土）・3（日）
9:20 ～ 15:40

Excel2007 基礎

文書作成・編集・印刷、表作成、
表現力をアップする機能など

9/15（水）10人
10/16（土）・17（日）
9:20 ～ 15:40

Word2007 基礎

ことりはうすイベント情報

参　加　費日　　時内　　容

200円
8月 13日（金）～ 15日（日）
10：00～ 12：00

野鳥の森ハイキング

巣箱型ポスト 800円
それ以外 300円

8月 13日（金）～ 15日（日）
9：00～ 15：00（随時）

巣箱型ポストなどの
クラフト作り

500円
8月 14日（土）
9：30～ 13：00

森林浴体験教室

身体障害者相談員
知的障害者相談員
　　　  を紹介します

◎身体障害者相談員
電　話氏　名

54-3536渡　邉　時　子

54-1203関　　　正　忠

54-2656横　田　吉　彰

55-3655佐久間　公　子

56-2411玉　渕　宏　子

◎知的障害者相談員

電　話氏　名

54-1506菊　地　康　子
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　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。今回は、山

陽・九州新幹線、山陽・四国・九州地方

を走る特急、貨物列車シリーズです。

�日時／ 8月 8日（日）10:00 ～ 12:00、
　13:00 ～ 15:00

�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（運
　転は 11:50 ～ 12:40 まで）

�対象／子どもから大人まで（未就学児
は保護者同伴）

�申込期限／8月7日（土）まで（参加無料）
�おもちゃ病院／ 10:00 ～ 15:00
　「動かなくなったおもちゃをなおして

もらおう」（無料）

■申 ■問  船迫生涯学習センター � 57-2011

　ビル陰などの受信障害による共同アンテナ（受信障害対策共聴施設）の地デジ対応は、

対応方法の決定や工事などに時間を要します。平成23年 7月に近づけば工事が集中

し、対応が間に合わなくなる可能性がありますので、早急な対応が必要です。

　デジタル放送はアナログ放送と比べて受信障害に強く、ビル陰でアナログ方法の受

信障害が生じていた場合でも多くの地域で障害なくテレビをご覧になることができま

す。障害の継続の有無について、共聴施設の管理者にご確認をお願いします。
※都市部の受信状況についてはデジサポ（総務省テレビ受信者支援センター）のホームページで
　順次、受信調査結果を公開しています。

　地デジ化により障害が解消する地域の共聴施設は、大半が平成23年 7月に運用を

終了し、撤去されることになります。したがって、各ご家庭では、それまでに個別に受

信アンテナを立て、デジタル放送を視聴していただくようにお願いします。障害が継

続する場合の地デジ受信の方法について、共聴施設の管理者にご確認をお願いします。

　マンション・アパートなどの集合住宅共聴施設についても、同様です。

　デジサポでは、受信障害対策共聴施設や集合住宅共聴施設の地デジ対応のため、共

聴施設の管理者への訪問活動やデジタル化に係る費用の助成金制度などの支援策を実

施しています。詳しくは、デジサポホームページをご覧いただくか、総務省地デジ

コールセンターまでお問い合わせください。また、助成金の具体的な手続などのご相

談は、デジサポ助成金相談窓口で受け付けています。

■問  �デジサポ　 http://www.digisuppo.jp/
�総務省地デジコールセンター　� 0570-07-0101（ナビダイヤル）
　ＩＰ電話など、上記番号でつながらない場合は、� 03-4334-1111
　平日9：00～ 21：00　土・日曜日、祝日9：00～ 18：00
�デジサポ助成金相談窓口　� 0570-093-724（ナビダイヤル）
　ＩＰ電話など、上記番号でつながらない場合は、� 03-5623-3121
　平日9：00～ 18：00

　自衛隊の音楽隊など多彩な演出で華や

かに音楽フェスティバルを行います。参

加ご希望の方の応募をお待ちしています。

�日時／
　第1回公演　9月24日（金）18：30～
　第2回公演　9月25日（土）10：00～
　第3回公演　9月25日（土）13：00～
�場所／仙台サンプラザホール
�募集期間／8月1日（日）～8月31日
　（火）必着

�応募方法／往復はがきに必要事項を記
　入し応募ください。※参加者は抽選で決定

○往信はがき（表）
〒983-8580　東北方面総監部広報室　

音楽フェスティバル係  ※住所記載は不要

○往信はがき（裏）
希望公演（第 1回、第 2回、第 3回のい

ずれか）、住所、氏名、性別、電話番号

希望人数（1枚のはがきで 2人まで可）

○返信はがき（表）
応募者の住所、氏名

○返信はがき（裏）
何も記入しないでください。

■問  自衛隊宮城地方協力本部　大河原地
　域事務所　� 53-2185

　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

をつけて頂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する。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、内蔵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

　などで消毒する。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、十分に熱を通す。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、流水または冷蔵庫内で解凍するか、電子レ

　ンジを使って解凍する。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  県仙南保健所　食品衛生班　� 53-3117
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東北新幹線全線開通記念

第 3回 Ｎゲージ（鉄道模型）
運転会を開催します

『おもちゃ病院も同時開院』

東北方面隊

音楽フェスティバル公演
のお知らせ
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�日時／8月28日（土）9:30～11:00

�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。

�参加費／400円　

�対象／小学4年生以上

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　子どものころのだがし屋は幼児から

中学生までが集まり、遊びのルールを

教えてもらったり、まるで遊びの社交

場のようでした。おもちゃのコーナー

を設け、だがし屋を復元展示します。

�期間／ 9月 26日（日）まで

�時間／9:00～ 16:30

�入場料／大人200円　高校生100円

　小中学生50円（20人以上で団体割引有）

8月のトンボ玉体験会

　種まきに参加された方は収穫時に無料
で収穫ができます。
�日時／8月21日（土）10:00～12:00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／先着 20人（小学生も可）
�参加費／無料
�持ち物／長くつ、軍手※汚れてもよい服装
�申込期限／ 8月 20日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970
　防衛省では、平成22年度自衛官を募集しています。下記以外の募集もありますの

で、詳しくはお問い合わせください。

�応募資格／18歳以上 27歳未満の方
�募集種目等／

�日時／平成23年 1月 9日（日）10:00 ～　　　�場所／船岡小学校体育館
　柴田町内にお住まいの新成人の皆さまへの式典案内状は、郵送にてお届けします。

　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 26日（金）

までにご連絡ください。

●成人式実行委員募集！
　柴田町では、平成23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！

 実行委員会
�日時／9～ 12月の平日、19:30 頃から数回開催予定　　�募集人数／10人程度
�申込期限／8月 27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字以内にまとめて提出（住
　所、氏名、生年月日、電話番号を明記）。郵送、FAX、Eメール、持参いずれでも可。

�応募締切／11月 5日（金）
�選考方法／提出された作文をもとに選考します。選考結果は通知をもってお知らせ
　します。

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

　お知らせ版7月15日号7ページの「リ
バーサイドブラス in2010」につきまし
て、開催日が過ぎたものを掲載しました。
お詫び申し上げます。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�日時／ 8月 14日（土）17：00～
�場所／白石中央公民館
�内容／アクアパッチョ、サッパリおろ
　しそうめん、桃スイーツを作ります。
�参加費／ 2,000 円
�持ち物／ハンカチ、タオル、筆記用具
�申込期限／ 8月 7日（土）

■申 ■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

　すてきな音色のハンドベル♪一緒に遊んでみませんか♪見学は無料です。

�日時／ 9月 5日（日）14：00～ 17：00　　　�場所／槻木生涯学習センター
�内容／ワークショップ、ミニコンサート　　　�募集人数／30人
�参加費／500円　　　�申込期限／8月 31日（火）

■申 ■問  仙南音楽芸術協会（高島）

募 集

平成 22年度自衛官募集

■問  自衛隊宮城地方協力本部大河原地域事務所　� 53-2185　総務課　� 55-2111

募 集

ミュージックフレンズ
～音楽を体験しよう～

試 験 期 日受 付 期 間募集種目

一般男子：9月 13日（月）、14日（火）
高校男子：9月 16日（木）、17日（金）
女子（一般・高校生）：9月 28日（火）

一般男子：8月 1日（日）
　　　　　　～ 9月 3日（金）
一般女子・高校生：
　8月 1日（日）～ 9月 10日（金）

自衛官
候補生

1次試験：9月 18日（土）
2次試験：10月 7日（木）～ 14日（木）

8月 1日（日）～ 9月 10日（金）
一般曹
候補生

募 集

蔵王男子厨房に入ろう会
8月例会

募 集

大根と白菜の種まき
＆ 収穫体験会

お 詫 びお 詫 び

 だがし屋の風景
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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。

※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

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
8/4（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本多（愛）先生、菊池先生平成 21年 1月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）6（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付11（水）

  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（月）

12：45～ 13：15吉田先生平成 20年 4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）

17（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
18（水）

12：45～ 13：15曽我先生、玉野井先生平成 19年 2月生まれの方3歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）

  9：15～   9：45平成 21年 8月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

19（木）

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）23（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付25（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 22年 3月生まれの方4か月児健康診査26（木）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）31（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
9/1（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 22年 4月生まれの方4か月児健康診査2（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 21年 2月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）3（金）

12：45～ 13：15乾先生3か月児から 5か月児BCG予防接種（要予約）6（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付8（水）

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

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-2555大河原えんどう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院51-5355大河原さくら小児科8/1

53-3563大河原村上歯科医院56-1451槻　木乾医院83-6061村　田村田内科クリニック8

52-1563大河原もり歯科クリニック54-1034船　岡船岡今野病院83-2445村　田中核病院村田診療所15

52-3900大河原さくら歯科51-5500大河原みやぎ県南中核病院56-1012槻　木玉渕医院22

84-2266川　崎山家歯科クリニック55-4103船　岡宮上クリニック53-1460大河原甘糟医院29

83-2061村　田吉田歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科54-2316船　岡村川医院9/5

57-1918船　岡よしだ歯科医院51-1502大河原大河原整形外科クリニック58-2220船　岡ふなばさま医院12

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　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／８月 21日（土）10：00～ 12：00、13：00～ 16：30　

�場所／ヨークベニマル柴田店駐車場

�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
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