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　庁舎 1階の旧食堂を改修し、町民相談

室を新設しました。消費生活相談をはじ

め、親子関係・離婚・相続などの相談、

行政に関する相談などは、9月 8日（水）

から町民相談室で受け付けています。各

種パンフレットなども用意しております。

■問  町民環境課　� 55-2113

�募集人数／1人
�募集対象／60歳未満で介護支援専門員の資格を有し、介護支援専門員実務研修を
　受講している方で、普通自動車運転免許を取得している方

�雇用期間／10月 1日～平成 23年 3月 31日
�業務内容／介護保険要介護認定事務に係る調査
�勤務時間／月曜日～金曜日 8時 30分～ 17時 15分（月 116時間以内）
�賃金／時給1,100円
�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、資格証の写しを添付の上お申し込みください。
�選考方法／書類審査のほか面接を行います。
�申込期限／9月 27日（月）

■申 ■問  福祉課　� 55-2159

　10月 1日 に、全

国一斉に国勢調査が

行われます。今月下

旬に調査員が伺いま

すので、調査票の記

入をお願いします。

　国勢調査は、住民登録と関係なく、普

段住んでいる所で行います。また、国籍

を問わず外国の方も調査対象となります。

�実施期間／
　9月 23日（木）～ 10月 24日（日）
�対象／日本に住んでいるすべての方
�実施方法／
　① 9月 23日（木）～ 30日（木）

　　調査票の配布

　② 10月 1日（金）～ 7日（木）

　　調査票の回収
※世帯の方のご都合に合わせて調査員が伺い
　ます。

■問  国勢調査コールセンター
　� 0570-01-2010（ナビダイヤル）
　IP電話・PHSの場合：03-6738-6677
　まちづくり政策課　� 54-2111

　子ども手当は、中学 3年生（中学校修

了前）までの子どもを養育している方に、

子ども1人につき月額13,000円が支給

される制度です。手続きが必要と思われ

る方には、すでに認定請求書を送付して

います。また、下記の要件に該当する方

は、子ども手当を受給できますので、忘

れずに申請してください。

 手続きが必要な方

○平成21年度に児童手当の支給を受けて

　いない世帯で、平成 22年度において

　中学 2・3年生の児童がいる世帯の方

○平成21年度において児童手当の支給を

　受けているが、平成 22年度において

　中学 2・3年生の児童がいる世帯の方

○所得制限などにより、平成21年度に児

　童手当の支給を受けていない世帯の方

 経過措置に基づく申請猶予期限

○ 9月 30日（木）
※期限を過ぎると申請猶予
　措置は適用されませんの
　でご注意ください。

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　子どもの健全な成長を願う親にとって

の有効な接し方、しつけ方を楽しい遊び

を通して学びます。参加は無料です。

�日時／9月28日（火）10：00～12：00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／未就学児とその保護者

�募集人数／ 10組（先着順）

�持ち物／汗ふきタオル、飲物

�申込期限／ 9月 22日（水）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　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（木）までと

なっています。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（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。日程や会場などの詳細については

お知らせ版 8月 1日号をご覧ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

募 集

介護保険認定調査員募集

平成 22年度

子ども手当の申請は
お済みですか？

募 集

子どもの躾はぬくもりで

「親子スキンシップ教室」
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　特定健康診査、後期高齢者健康診査会
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
は不要です。

　
�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

■問  健康推進課　� 55-2160

　団塊世代の方々に対して、さまざまな講座を提供し、地域に愛着を持ってもらい、
自らの知識・経験を地域づくりに生かすことができるよう支援します。町内の隠れた
名所や文化財の見学、地域デビューされた方々のお話や郷土料理などを通して、今後
の生き方を考えながら楽しく仲間づくりをしてみませんか。参加は無料です。
第1回　10月 9日（土）9：30～ 14：00
　　「ふるさとしばたを再発見！町にはこんな隠れた名所があった」
　　しばたの郷土館および町内名所を見学します。
第2回　11月 20日（土）9：30～ 12：00
　　「仲間を作ろう！」
　　しばたの郷土館で映画上映および懇談をします。
第3回　12月 4日（土）9：30～ 13：00
　　「しばたのそば打ち体験！」
　　　農村環境改善センターでそば打ち体験をします。
第4回　1月 22日（土）9：30～ 12：00
　　「みんなで一緒にボランティア！」
　　槻木生涯学習センターで福祉劇団鶴亀の公演を見ます。
�対象／55歳～ 65歳
�募集人数／20人※応募者多数の場合は抽選となります。　　�申込期限／9月30日（木）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135 　11月 13日（土）保健センターで「しば
た健康づくりのつどい・歯の大会」を開
催します。事前に「無料フッ素塗布希望
者」および「歯の川柳」を募集します。

◎「無料フッ素塗布希望者」募集
�内容／町内歯科医が歯にフッ素を塗
　布します。事前にご応募ください。
�塗布実施時間／ 13：15～ 15：00
�対象／ 5歳児（平成 17年 4月 1
　日～平成 18年 3月 31日生まれ）
　6歳児（平成 16年 4月 1日～平
　成 17年 3月 31日生まれ）
　7歳児（平成 15年 4月 1日～平
　成 16年 3月 31日生まれ）
�応募方法／電話でご応募ください。
�募集期間／9月21日（火）～10月
　1日（金）　受付 8：30～ 17：15
�募集人数／ 150人（先着順）

◎「歯の川柳」募集
　日ごろ「歯」や「口」について感
じていることを川柳にしてみません
か。大会で展示する川柳を募集しま
す。優秀賞は表彰します。
�応募内容／歯や口に関する川柳
�応募方法／ＦＡＸ、はがきなどに
　住所、氏名、年齢、電話番号、川
　柳をご記入の上、下記までご応募
　ください。
�募集期限／ 10月 15日（金）

■申 ■問  健康推進課  �55-2160  �55-4172
　〒989-1692 柴田町船岡中央2丁目3-45
　健康推進課「歯の大会」係

　「元気はつらつと活動している」または「これからしたい」と考えている地域の皆さ
んのもとへ（各集会所などを活動場所に）、仙台大学の専門スタッフが伺います。行政
区やグループ単位で、楽しく気軽に介護予防に関する健康づくりや健康維持に取り組
みませんか？

募 集

「団塊世代の応援塾」参加者募集！

募 集

「元気はつらつお達者 day」スタートします
仙台大学の専門スタッフが「健康講話」「運動指導」の宅配便を行います

※上記メニュー以外のリクエストも可能な限り対応します。

�日時／要相談（申込者の希望で大学と調整します）。1回あたり 2時間程度とします。
�場所／町内（集会所など）とします。申込者がご用意ください。
�対象／町内の行政区または概ね10人以上で構成するグループ
　（ご近所単位の集まりもでも可能です）
�費用／無料
�その他／軽い運動を行うメニューに参加の場合は、1日保険などへの加入（自己加入）
　をお勧めします。

■申 ■問  福祉課　� 55-2159

【介護予防　健康・運動メニュー】

内　　容　　例テ　　ー　　マコース

骨粗鬆症の予防に大切なこと骨粗鬆症についてＡ

快適な睡眠をとるコツ睡眠についてＢ

加齢に伴う筋肉量の変化とは筋肉についてＣ

バランスの良い食事とは食事についてＤ

メタボリックシンドロームとはメタボリックシンドロームについてＥ

介護予防に必要な運動とは介護予防についてＦ

熱中症予防のために必要な水分補給
のタイミング

水分補給についてＧ

認知症を予防する頭の体操認知症予防についてＨ

生活習慣病を予防するために気をつ
けたいこと

生活習慣病についてＩ

参加者募集

フッ素塗布・歯の川柳

場　　所実施日

保健センター
9月 28日（火）

9月 29日（水）
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　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／10月19日（火）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 10月 5日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　今年は国民読書年です。そして柴田町民待望の図書館も開館しました。そこで、柴
田町では、これを記念した講座を県教育委員会との共催で開催します。書物や物語の
世界に触れながら、あらためて図書の持つ魅力を発見してみませんか？あなたを夢の
世界へといざないます。参加は無料です。
第1回　10月 21日（木）10：30～ 12：10
　「子どもとともに楽しむ図書館」　講師：高梨富佐氏（東北福祉大学兼任講師）
第2回　10月 27日（水）10：30～ 12：00
　「紙芝居の世界とその魅力」　講師：ときわひろみ氏（紙芝居作家）
第3回　11月 10日（水）10：30～ 12：00
　「民話の世界、昔話の世界」　講師：後藤りつ子氏（民話語り部）
第4回　11月 17日（水）10：30～ 12：10
　「書物の楽しみ、図書館へのいざない」　講師：内馬場みち子氏（宮城県図書館主幹）
�場所／柴田町図書館（しばたの郷土館）
�対象／18歳以上の県民
�修了証／3回以上出席した受講生に県教育委員会教育長から修了証が交付されます。
�募集人数／30人程度
�申込方法／電話、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかの方法でお申し込みください。
�申込期限／9月 30日（木）

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

　9月 16日（木）から 10月 20日（水）までの期間で、廃食油（天ぷら油）、衣類（古
布）の回収実験を行ないます。回収した油は、石鹸作りやＢＤＦ（軽油代替燃料）な
ど、研究の上リサイクルします。また、古布も燃やしてしまうことなく、リサイクル
出来るか調査します。町では今回の実験をもとに調査研究し、環境負荷の少ないまち
づくりを考えていきます。町民の皆さまのご協力をお願いします。
�回収場所／柴田町役場1階町民ホール
�実施日／月曜日～金曜日（祝日を除く）　　　�実施時間／9：00～ 17：00
�出し方／ペットボトル（500ml に限る）か、天ぷら油購入時のプラ容器に入れてく
　ださい（ビン・缶・紙パックなどその他の容器はお引き受けできません）。
　①固形物を取り除いてください。　②油を冷まし、容器に入れてください。　③容
　器のフタはしっかり締めてください。　④回収場所に設置されている回収箱の中に、
　容器を立てて入れてください。
＜回収についてのお願い＞

■問  町民環境課　� 55-2113

　ポリオの予防接種を行います。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。

�対象／ 1回目：平成21年12月1日～
　平成22年6月30日生まれのお子さん

2回目：平成 22年 4月に 1回目を接

種したお子さん

平成 15年 4月 24日～平成 21年 11

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。

　

�受付時間／いずれも 12：45～ 13：15
�場所／保健センター
�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

　たっていない方、けいれんを起こして

　3カ月以上たっていない方、下痢をし

　ている方、体調の悪い方は受けられま

　せん。

　◆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。

　◆「予防接種と子どもの健康」の冊子

　をよくお読みになり、母子健康手帳と

　予診票をお持ちください。

■問  健康推進課　� 55-2160

受講者募集

みやぎ県民大学

「書物の楽しみ、図書館へのいざない」

植物系の天ぷら油、菜種油、大豆油、ごま油、コーン油、サラダ油など回収する油
事業・動物・鉱物系の油、動物油（ラードなど）、機械油、エンジンオイ
ル、灯油、軽油、ガソリン、シンナー、塗料、事業所（飲食店、小売店、
工場）からの油など

回収しない油

木綿（コットン）が主材料なもの回収する布

化繊が主材料なもの、装飾品（金属）が多いもの、綿（わた）、布団など回収しない布

対　　象接種日

平成21年7月～9月生ま
れのお子さん10/8（金）

平成21年10月～12月
生まれのお子さん10/15（金）

平成22年1月～3月生ま
れのお子さん10/18（月）

平成22年4月～6月生ま
れのお子さん10/25（月）

7歳6か月未満で未接種
のお子さん10/26（火）
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　日本年金機構では、国民年金保険料が

納め忘れとなっている方に対する「電話

や文書、戸別訪問による納付督励や保険

料の収納業務」について、民間委託を実

施しています。これは、「競争の導入に

よる公共サービスの改革に関する法律」

に基づいて、従来官公庁が行ってきた事

業に民間事業者が参入することにより、

創意工夫やノウハウを活用し、低コスト

でより良いサービスの提供を目指す「市

場化テスト事業」として導入されたもの

です。なお、当地域における市場化テス

ト事業者は、下記のとおりです。

【事業者名】
　日立キャピタル債権回収株式会社
◎詳しくは、お近くの年金事務所国民年

　金課へお問い合わせください。

◎市場化テスト事業者には、個人情報保

　護の管理を徹底していますので、皆さ

　まのご理解とご協力をお願いします。
※民間委託について詳しい内容は、日本年金
　機構ホームページでの確認もできます。

　日本年金機構ホームページ

　　http://nenkin.go.jp/

■問  日本年金機構大河原事務所
　� 51-3113

　太陽の村にある望遠鏡で秋の星座と木

星を観望します。ぜひご家族でお越しく

ださい。

�日時／9月28日（火）19：30～20：30
�場所／柴田町太陽の村
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止し
　ます）
※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）  

　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
月 1～ 2回、平日 19：30頃から数回開

催予定

�募集人数／ 10人程度

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　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 3日（日）13：00～

�場所／槻木生涯学習センター

�出演団体／コンセール・アミ、樅ノ木

　女声合唱団、つきのき女声コーラス

�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

�日時／10月3日（日）10：30～15：30

�場所／岩沼市民会館

�内容／作品展示 10：30～ 15：30

　バザー（チャリティー）11：00～12：00

　ステージ発表 13：00～ 15：30

�主催／（社福）宮城県社会福祉協議会

■問  実行委員長（横尾）　

　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 9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

　興味のある方はお気軽にご連絡ください。

�日時／10月16日（土）8：30～16：00

�場所／旭園

�内容／屋台・販売・体験コーナーのお

　手伝い、駐車場整備など

■申 ■問  知的障がい者入所更生施設旭園
　� 56-4160

�日時／ 9月 24日（金）9：45～ 11：00　　　�場所／船迫公民館
�対象学区／船迫小学校区　　　�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談があります。事前の申し込みは不要です。

　「子育ての基本」である、「上手にほめる」ことを中心にトレーニングします。ペ
アレントトレーニング（親訓練）にあなたも参加してみませんか？
第 1回目
�日時／ 10月 12日（火）10：00～ 11：30　　�場所／子育て支援センター
�内容／「ペアレントトレーニング」　講師：富澤弥生氏（東北福祉大学健康科学部）
�対象／子育て中の方   　�募集人数／20人（託児有り）   　�申込期限／10月6日（水）
※講座後は、希望者の個別相談も受け付けております。
※託児申し込みの方は、準備がありますので早めにお越しください。

【2回目以降の開催予定日】
第 2回目　�日時／ 11月 16日（火）10：00～ 11：30
第 3回目　�日時／ 12月 14日（火）10：00～ 11：30
第 4回目　�日時／ 1月 25日（火）10：00～ 11：30

■申 ■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）　� 54-4040

移動なかよし広場 ～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

るんるん子育て講座

国民年金保険料収納業務の
民間委託について

秋の星座と木星を見よう

募 集

成人式実行委員募集！

第 12回柴田町合唱祭
～歌声響きて～

募 集

あさひまつり
ボランティア募集

宮城いきいき学園
仙南校文化祭

第43回

宮城県立船岡支援学校文化祭
Happiness

～みんなの笑顔が輝くとき～
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インターネットでの買い物に注意

　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2日（土）～12月25日（土）

　9：30～ 11：30

�場所／宮城県仙南総合プール

�募集人数／一般成人 15人

�受講料／ 6,000 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 30日（木）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

　消費者がインターネットを利用して商品を購入する場合の、在庫をめぐるトラブル

が発生しています。ホームページ上に希望する在庫があるにもかかわらず、消費者が

注文後に在庫がない事を知らされ、発送までに相当の期間がかかるなどのトラブルが

報告さています。

　適正な販売会社かどうかを判断する際の目安にしてもらうものに、「オンライント

ラストマーク」があります。日本通信販売協会の認証番号が入ります。インターネッ

トショッピングをするにあたって、このマークの付いていることを確認すると共に、

在庫が確実にあるかの確認メールをもらうなどしてトラブルにならないように注意し

てください。

■問  町民環境課消費生活相談　� 55-2113

　講座のお知らせ　

「柴田町の歴史と生活文化」講座のご案内
�テーマ／「柴田町の庚申（こうしん）さん」
�内容／町内で最も多く見かける「庚申碑」の建てられた理由を紹介します。
�日時／ 9月 22日（水）14：00～ 15：00　　�対象／どなたでも受講できます。
�募集人数／20人（先着順）　　�参加費／無料
�申込期限／9月 20日（月）まで、「ゆる．ぷら」まで電話で申し込みください。

「ちぎり絵教室」のご案内
�内容／和紙を使ったちぎり絵で自分だけのハガキを作ります。（一人2枚）
�日時／ 10月 5日（火）10：00～ 12：00　　�対象／どなたでも受講できます。
�募集人数／20人（先着順）　　�参加費／材料代として300円
�持ち物／お手ふき
�申込期限／9月 30日（木）まで、「ゆる．ぷら」まで電話で申し込みください。

「囲碁将棋教室」のご案内
�内容／囲碁や将棋の対局により、参加者相互の親睦を深めます。初心者の方に
　は、ルールの説明もしますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。
�日時／ 9月 18日（土）10：00～ 17：00
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます。（低学年は保護者付き
　添い）
�参加費／無料
事前の申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」においでください。

　イベント　　　

「おはなしの世界」～みんなで一緒にお話の世界を楽しみませんか～

�日時／ 9月 23日（木）10：30～ 11：30
�対象／読み聞かせをしてみたい方やお話を聞きたい方　　�参加費／無料
�持ち物／読み聞かせをしてみたい方は、ご希望の本などあればお持ちください。
事前の申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」においでください。

　ギャラリー展示　　～「色紙とハガキのちぎり絵展」開催中～

�期間／ 9月 26日（日）まで

　「ゆる．ぷら」は10：00～ 18：00まで開館しています。また今
月の休館日は21日（火）、27日（月）です。

■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

　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6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

　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／10月1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8日（金）、22日（金）、
　28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

受講者募集

第 3回初心者水泳教室
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　太陽の村では毎年恒例の「いも煮会」
が始まります。ご家族・ご友人・会社の
慰労会など、皆さまのご利用をお待ちし
ています。
�期間／9月18日（土）～11月14日（日）
※定休日（毎週月曜日、祝日の場合翌日）

�場所／太陽の村広場（雨天の場合は屋内）
�内容／食材はあらかじめカットされて
　おり、まきやお茶碗などがセットにな
　っています。おにぎり、小うどん付。
�費用／大人 1,600 円、子ども 900円

■申 ■問  社団法人柴田町観光物産協会
　� 56-3970

　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、長野・上

越・秋田新幹線と日本海沿線を走る列車シリーズです。参加は無料です。

�日時／ 10月 3日（日）10：00～ 12：00、13：00～ 15：00
�場所／船迫生涯学習センター
�持ち込み／Ｎゲージ模型持参は可能（運転は11：50～ 12：40）
�対象／子どもから大人まで（未就学児は保護者付き添い )
�申込期限／10月 1日（金）
�しばたおもちゃ病院／運転会当日、同じ会場に開院します。動かなくなったおもち
　ゃを直してもらおう。（10：00～ 15：00、修理無料）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　私人間の権利・義務を明確にし、争い
を未然に防止するのが公証制度です。遺
言、任意後見、離婚（養育費や慰謝料な
ど）や金銭・土地建物の貸借、不動産の
売買などの大切な契約は、法務大臣が任
命した法律の専門家である公証人が作成
した、公正証書にしておくことをお奨め
します。最寄りの公証人役場は次のとお
りです。お気軽にご連絡ください。

　

■問  仙台法務局　� 022-292-3546

　今回の工事は、大規模地震時の緊急

輸送道路になっている県道船岡停車場

船迫線・柴田大橋耐震補強工事です。

　工事期間は、平成22年 9月中旬か

ら平成23年 3月末までを予定してい

ます。

　工事期間中は、柴田大橋周辺を利用

される皆さまにはご迷惑をお掛けしま

すが、耐震補強工事へのご理解・ご協

力をお願いいたします。

■問  県大河原土木事務所道路管理班
　� 53-3917
　株式会社松浦組　� 54-2032

　財団法人日本遺族会は、戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業の参加者を募集し
ています。この事業は、厚生労働省から
委託・補助を受け実施しており、先の大
戦で父などを亡くした戦没者の遺児を対
象として、父などの戦没した旧戦域を訪
れ慰霊追悼を行うとともに、同地域の住
民と友好親善を図ることを目的としてい
ます。本年度は次の地域で実施予定です。
�場所／①ボルネオ・マレー島　
　②ミャンマー　③マリアナ諸島
　④マーシャル諸島　⑤洋上慰霊
�参加費／参加費として 8万円です。

■問  財団法人日本遺族会事業課
　� 03-3261-5521

＜初秋の野鳥の森体験フェア＞
�内容・日時等／

　

�場所／蔵王野鳥の森自然観察センター　

＜野鳥の森トレッキング＞
　自然観察しながら遊歩道を歩きます（初心者向け）。

�日時／ 9月 26日（日）10：00～ 12：00　　　�参加費／200円
�申込期限／当日現地受付（予約不要）

■申 ■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

ことりはうすイベント情報

東北新幹線全線開通記念

第 4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

申込期限参加費日　　時内　　　容
当日現地受付
（予約不要）200円9月 18日（土）～ 20日（月）

10：00～ 12：00野鳥の森ハイキング

当日現地受付
（予約不要）800円9月 18日（土）～ 20日（月）

9：00～ 15：00（随時）野鳥用巣箱作り

9月 18日（土）800円9月 19日（日）
10：00～ 14：00キノコ観察とキノコ料理

太陽の村いも煮会

募 集

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業の
参加者を募集します

大河原公証役場
　〒 989-1245  大河原町字新南 35-3
　� 53-2265

仙仙南南中中央央病病院院

幸幸楽楽苑苑
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募 集

柴田町立第一幼稚園

平成 23年度入園児募集 �練習日／毎週火・土曜日の 2日間
�時間／火曜日：19：00～ 21：00
　　　　土曜日：18：00～ 21：00

�場所／火曜日：東船岡生涯学習センター
　　　　土曜日：船岡体育館

�会費／月額 2,000 円（保護者は無料）
　　　　入会金 2,000 円

■申 ■問  柴田和道会（堀内）　

�募集人員／4歳児　30人
�入園資格／町内居住の平成18年 4月 2日～平成19年 4月 1日までに生まれたお
　子さん

�在園期間／平成23年 4月 1日～平成 25年 3月 31日
�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。

�願書配布・受付期間／9月 15日（水）～ 10月 8日（金）
　8：30～ 17：15（土・日曜日、祝日、10/4（月）を除く）

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

�練習日／毎週火・土曜日の 2日間
�時間／ 16：30～ 18：00
※小学校低学年は、15：30～ 17：00

�場所／大字四日市場字川名沢 182-1
�会費／ 18歳未満：月額 1,500 円
　　　　 18歳以上：月額 2,500 円

　　　　入会金 1カ月分

■申 ■問  引地道場（引地）　

　心温まるイベントです。ご家族、お友達などお誘い合わせの上、ぜひ足をお運びく

ださい。入場は無料です。

�日時／ 9月 20日（月・祝日）　12：00～ 15：40
�場所／船岡小学校体育館
�内容・時間／
■フロアイベント　○平和のためのパネル展示など　12：00～

　　　　　　　　　○槻木小学校吹奏楽の演奏　　　13：00～

■ステージイベント

　第1部　オープニング　　非核・平和の朗読劇　　13：30～

　第 2部　地球のステージ　　　　　　　　　　　　14：00～ 15：40

　第 2部　桑山紀彦さん（ＮＰＯ法人「地球のステージ」代表）が贈る

　　　　　“平和のための映像と歌と語りのコンサート”

■問 「2010しばたまち平和の祭典」実行委員会（児玉）　

　杉の子福祉コーラスと大森恵先生が、楽しい企画盛りだくさんでお待ちしています。

�日時／ 10月 26日（火）・27日（水）10：30～ 11：50（受付 10：00～）
�場所／柴田町地域福祉センター　　�対象／未就学児とその保護者
�募集人数／30組（先着順）　　　
�参加費／300円（1世帯）※社会福祉協議会会員無料　　�申込期限／10月 8日（金）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

�日時／ 10月 9日（土）17：00～
�場所／白石中央公民館
�内容／アイナメの揚げ物ピリ辛風、干
　し貝柱入り冬瓜のスープ、スペアリブ
　のドウチー蒸しを作ります。
�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 2日（土）

■申 ■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

　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。安心してご相談くださ

い。相談は無料です。

�日時／ 10月 9日（土）10：00～ 15：00
�場所／白石市ふれあいプラザ（白石市本町27）
�内容／相続、遺言、成年後見人制度、契約など民事上の権利義務、そのほか家庭内
　の諸問題に関すること。
※事前に相談内容をご予約ください。予約のない場合、対応できないことがあります。

■予 ■問  宮城県行政書士会仙南支部　� 0224-63-5779

柴田町非核平和都市宣言記念事業

2010 しばたまち　平和の祭典

募 集

親子でリトミック

募 集

蔵王男子厨房に入ろう会
10月例会

会員募集

空手道教室 柴田和道会

会員募集

空手道教室 引地道場

募 集

（仮称）しばた少年少女合唱団

団員募集と体験会のお知らせ
　10月から、柴田町で初めての少年少女
合唱団が発足します。合唱をしてみたい小
中学生の皆さん、一緒に歌いませんか。練
習開始に先駆けて無料体験会を開催します。
�日時／10月16日（土）14：00～15：30
�場所／船迫公民館
�対象／小学 1年生～中学 3年生
�申込期限／ 10月 9日（土）

■申 ■問  しばた少年少女合唱団（　島）
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主な行事日学　校

宿泊学習（5年）6～7船岡小学校
� 55-1064 遠足（3年）8

遠足（1年）15

フリー参観日19

ＰＴＡバザー23

就学時発達検査27

社会見学（6年）6槻木小学校
� 56-1029 宿泊学習（5年）7～9

生活探検（1・2年）14

就学時発達検査15

フリー参観日・
持久走大会

21

社会見学（3年）26

全校遠足5柴田小学校
� 56-1430 就学時発達検査12

総合防災訓練17

校内図工展21～23

学習発表会23

社会見学（3年）7船迫小学校
� 55-5394 修学旅行（6年）7～8

社会見学（1年）8

避難訓練18

就学時発達検査26

身体測定（1～3年）5西住小学校
� 53-3227 身体測定

（4～ 6年）
6

自由参観日8

合同発表会23

就学時発達検査29

集団下校訓練4東船岡小学校
� 55-1811 修学旅行（6年）7～8

舞台芸術鑑賞・就
学児発達検査

14

音楽学習発表会23

防犯教室4船岡中学校
� 55-1162 文化祭16～17

芸術鑑賞会（2年）・薬
物乱用防止教室（3年）

1槻木中学校
� 56-1331

文化祭15～16

文化祭16船迫中学校
� 54-1225 合唱コンクール30

三地区大会2
中学校共通

県駅伝大会6

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　だがし屋さんには、安いお菓子やおもちゃがいっぱいありました。子どもたちは、

学校が終わると、お小遣いを握り締めて、だがし屋さんに集まりました。昔懐かし

い、だがし屋さんを復元展示しています。また、ちょっと昔のおもちゃを中心にし

て、おもちゃのコーナーを設けています。

�会期／ 9月 26日（日）まで　　　�開館時間／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）

 だがし屋の風景

第 7回しばたコメ祭り
～コメはいのち　食卓の主役は、しばたのおいしいごはん～

�日時／10月3日（日）13：30～16：00
�場所／船迫生涯学習センター※入場無料

■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習
　センター内）　� 56-1997

　地域の個性および資源を生かし創意と工夫を凝らした、魅力ある地域づくりへの取
り組みを支援します。
�補助対象事業（平成23年 3月 31日までに完了する事業）／
　①地域資源を活用した地域活性化のための事業　②暮らしやすい生活環境整備のた
　めの事業　③個性豊かで魅力あふれる地域づくりのための事業
＜補助対象とならない事業＞
○施設整備などのハード事業　○国や県、他の団体の補助対象事業　○柴田町のほ
かの補助対象事業　○視察や研修、大会などへの参加を主たる目的とした事業　○
継続的に実施している事業　○地域で行う祭りや運動会などで、すでに自主的・自
立的に実施されている一般的なイベント　○以前に柴田町ふるさと基金事業の対象
となった事業　○すでに柴田町地域づくり事業補助金の交付を受けた事業など
�対象／町内に住所を有する個人、団体および町内の事業所などに勤務する方
�補助額／補助対象経費の1/2 以内の額で、18万 4千円を上限とします。
※補助額は、選考事業数などにより調整される場合があります。

�申請方法／補助金交付申請書を柴田町まちづくり政策課あてに提出してください。
　申請書類の様式などは、まちづくり政策課で配布しています。また町ホームページ
からダウンロードもできます。詳細については、下記までお問い合わせください。
�申請期限／10月 8日（金）
�選考方法／提出された補助金交付申請書に基づき選考します。また、ヒアリングを
　実施する場合があります。その際はあらためてご連絡いたします。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�日時／ 10月 3日（日）10：30～ 14：00　　　�場所／柴田町太陽の村
�内容／○ふるさとの食卓（町内産の新米と地場産食材をふんだんに使った昼食バイ
　キング） ○餅つき体験（きねとうす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！（竹馬などの昔遊び）　○わら細工の実演　○新米、朝採り野菜、

　加工品や花などの地場産品の即売　○オオクワガタの展示即売

�料金／ふるさとの食卓昼食券　前売り1,000円、当日 1,100円（小学生 500円）
※限定250食となりますので、事前に前売り券をお求めください。

�発売日／9月 6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）

�主催／しばたコメ祭り実行委員会
※内容について、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

柴田町文化協会事業

第 28回町民ダンスパーティー
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