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募 集

柴田町職員を募集します
受　　験　　資　　格職務内容採用予定人数職　種試験区分

昭和 50年 4月 2日以降に生まれた方で、保健師の

資格を有する方または平成 23年 3月末日までに資

格を取得する方

一般的な保健師業

務に従事
1人程度保健師

上　級
（大学卒業程度）

昭和 60年 4月 2日以降に生まれた方で、保育士の

資格を有する方または平成 23年 3月末日までに資

格を取得する方

一般的な保育業務

に従事
1人程度保育士

中　級
（短期大学卒業程度）

昭和60年 4月2日から平成5年4月1日までに生

まれた方で、高校を卒業した方または卒業見込みの

方ならびに高校卒業程度の能力を有すると認められ

る方

行政事務に従事し

ますが、税務、用地

交渉、災害対策な

どの業務にも従事

し、深夜勤務にな

ることもあります。

若干名行　政

初　級
（高等学校卒業程度）

昭和 50年 4月 2日以降に生まれた方で、1級建築

士または 2級建築士の資格を有する方

建築に関する専門

的業務に従事
1人程度建　築

自力により通勤ができ、かつ介護なしに一般事務員

として職務が可能であり、次のすべての要件を満た

す方

1）身体障害者福祉法第 15条に定める身体障害者手

　帳の交付を受けている方

2）常用の活字印刷文による出題に対応でき、かつ口

　頭による人物考査（個別面接）に対応できる方

3）昭和 50年 4月 2日から平成 5年 4月 1日まで

　に生まれた方（学歴は問いません）

一般行政事務に従

事
1人程度行　政

障害者対象
初　級

（高等学校卒業程度）

【1次試験】　�実施日／ 1月 30日（日）　　　�場所／宮城県自治会館（宮城県庁北側）　仙台市青葉区上杉 1丁目 2-3
　　　　　　　�内容／教養試験、一般性格診断検査

【2次試験】　�実施日／ 2月下旬ごろ　　　�場所／柴田町役場　
　　　　　　　�内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断書審査など

【申込用紙の請求】　総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先
　　　　　　　　　を明記の上、120円切手を貼った返信用封筒（Ａ 4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。

【受付期間】　12月 1日（水）～ 24日（金）　※土・日曜日、休日を除く。

【受付時間】　8：30～ 17：15　（総務課にて）　
　　　　　　　郵送の場合は、12月 24日（金）午後 5時まで柴田町役場に必着のものに限ります。

■申 ■問  総務課　� 55-2111　〒 989-1692　柴田町船岡中央2丁目 3-45　E-mail:general-affairs@town.shibata.miyagi.jp 
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　どなたでも参加できます。

�日時／ 1月 6日（木）10:00 ～

�場所／ホテル原田 in さくら

�参加費／ 2,000 円

�申込期限／ 12月 15日（水）

■申  行政区長または総務課
■問  総務課　� 55-2111

　町民の皆さんが行政サービスをより便利にご利用いただけるよう、毎週水曜日に住

民票の写しの交付をはじめとする窓口業務の一部を、午後7時まで延長しています。

�実施日・開庁時間／毎週水曜日（休日および年末年始を除く）午後7時まで

実施している窓口業務

防災セミナー ～宮城県沖地震の再来に備えて～

　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19日（水）10：00～15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 12月 24日（金）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　高い確率で、宮城県沖を震源とする大きな地震の発生が予想されています。大切な

生命、財産を守るためにもセミナーに参加し防災意識を高めましょう。ぜひお越しく

ださい。

�日時／ 12月 11日（土）13：30～ 15：00
�場所／柴田町商工会館　会議室
�テーマ／宮城県沖地震の再来に備えて～地震に対する備えは大丈夫？～
�講師／宮城県危機管理課危機管理班職員
※詳しくはお問い合わせください。

■問  柴田町商工会　� 54-2207

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／12月14日（火）・28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／12月14日（火）・28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

新春交歓会

具　体　的　な　内　容業　　務担　当　課

�住民票の写し（広域交付住民票は除く）
�住民票記載事項証明書
�戸籍（除籍）謄・抄本、戸籍附票の写し
�身分証明書
�印鑑登録証明書
�税務証明書

�各種証明書の発行
�印鑑登録の申請
�印鑑登録廃止届町民環境課

� 55-2113

槻木事務所
� 56-1311

※　住民異動（転入 ･転居・転出など）の手続きはできません。
※　窓口では、本人確認を行いますので、本人確認書類（運転免許証、写真
　　付き住基カードなど）を忘れずにご持参ください。　

�町税全般の納税
�納税に関する分納などの相談
�所得申告相談などの税務相談

�町税の納税
�納税相談
�各種税務相談

税　務　課
� 55-2116

�上下水道使用料の納入
�転居などに伴う水道開始・中止の申請

�料金の納入
�水道開始・中止の
　申請

上下水道課
� 55-2119

船岡城址公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路路および展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展展望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望望展望デデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキデッキ
設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事設置工事のお知らせ

　日本の桜100選に選ばれている船岡城址公園を安全で安心して利用していただけ

るよう、船岡城址公園の園路整備および展望デッキの設置工事を12月 6日（月）から

平成23年 3月 10日（木）まで実施します。工事期間中、園路および樅の木周辺は立

ち入り禁止となります。工事

車両も通行しますので、ご利

用の際はご注意ください。ご

不便をお掛けしますが、町民

皆さまのご理解とご協力をお

願いいたします。

■問  都市建設課   � 55-2121

デッキ工事場所
樅の木周辺は立ち入りできません。

園路工事場所
園路内は立ち入りできません。

柴田町勤労青少年ホーム
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�募集人数／ 5歳児　4人
�入園資格／町内在住の平成 16年 4月
　2日から平成 17年 4月 1日までに生

　まれたお子さん

�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・日曜日を除く8：30～17：15
※定員になり次第終了します。

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　平成22年 1月から 12月までにスポーツで顕著な成績を挙げた個人および団体を、

柴田町スポーツ賞顕彰要綱に基づき顕彰します。次に該当すると思われる顕彰候補者

を推薦してください。

�対象者／○スポーツに関し、優秀な成績を収めた個人および団体

　　　　　○優秀なスポーツ選手の育成・指導に功績のあったと認められる個人およ

　　　　　　び団体

　　　　　○その他、特に顕彰に値すると認められる個人および団体

�顕彰資格／○町内に住所を有する個人および団体

　　　　　　○町内の高等学校や大学および事業所に所属している個人および団体

　　　　　　○その他、特別な事由がある場合は、本町出身者も顕彰の対象

�顕彰の種類および基準／

　1　柴田町スポーツ栄誉賞

①　権威ある国際競技大会において、個人8位以内または団体3位（大会規模に

　より8位）以内に入賞した個人（団体チームの監督、コーチ、マネージャーも

　含む）および団体

②　その他本町スポーツ界の振興またはスポーツを通じた町民意識の高揚に特に

　功績が大きいと認められる個人および団体

　2　柴田町スポーツ功績賞

①　権威ある国際競技大会に出場した個人（団体チームの監督、コーチ、マネー

　ジャーも含む）および団体

②　全日本選手権大会およびこれと同等の大会において優勝した個人および団体

③　スポーツ競技大会において、日本記録を樹立した個人および団体

④　全国高等学校選手権大会などで優勝した個人および団体

⑤　その他スポーツ競技において、特別の功績があったと認められる個人および

　団体

⑥　①から⑤まで、ならびに前号①および②に掲げる個人および団体の育成・指

　導に特に貢献のあったと認められる指導者

　3　柴田町スポーツ奨励賞

①　全国規模の競技大会において、個人8位以内または団体3位（大会規模によ

　り8位）以内に入賞し、または新記録を樹立した個人および団体

②　東北大会規模の競技大会において、優勝、準優勝または新記録を樹立した高

　校生以下の個人および団体

③　宮城県大会において、優勝または新記録を樹立した高校生以下の個人および

　団体

�推薦方法／所定の推薦用紙にご記入の上、スポーツ振興室にご提出ください。
※推薦用紙はスポーツ振興室・生涯学習課・各生涯学習センターにあります。

�推薦締切日／1月 7日（金）

■問  スポーツ振興室（船岡公民館内）　� 55-2030

　平成22年工業統計調査を12月31日現在で行います。本年12月から来年1月に

かけて調査員がお伺いします。

　なお、調査票に記入していただいた内容については、統計法に基づき秘密が守られ

ますので、正確なご記入をお願いします。

経済産業省 http://www.meti.go.jp/statistics/

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　平成 23年度に勤務できる方で、臨時

保育士・臨時児童厚生員としてご登録く

ださる方を募集しています。登録をご希

望の方はお申し込みください。

�募集内容／○臨時保育士（保育業務に従事）
　○臨時児童厚生員（学童保育に従事）

�応募資格／おおむね50歳までの方で、保
　育士または幼稚園教諭の資格を有する方

�任用方法／随時任用
�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。

�募集期限／ 12月 17日（金）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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／
　一般向け住宅①並松 6-2 号 (2K)

　　　　　　　②神山前 2-404 号 (2K)

　　　　　　　③船岡駅前 203号（3LDK）

　　　　　　　④北船岡103号 (1LDK)

　身体障害者向け（車椅子）住宅

　　　　　　　⑤船岡駅前 103号（2LDK）

�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／12月1日（水）～10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

募 集

柴田町立第一幼稚園

平成 22年度入園児追加募集

募 集

町営住宅入居者募集

登録者募集

臨時保育士・臨時児童厚生員
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�開会日時／12月13日（月）9：30（予定）
　今定例会から開会時間が 9時 30分と
　なりました。
�場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階
�手続き／傍聴席入口にある傍聴人受付
　票に氏名などを記入し提出してください。
�日程／ 12月 13日（月）町政報告・一
　般質問、14日（火）・15日（水）一般質問
※以後の日程については、議案の内容により
　決定します。

■問  議会事務局　� 55-2136

　今年も寒い季節が訪れました。毎年この時期になると凍結により水道管の破損が相

次いで起きています。

　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 20日（月）から 2月 28日（月）まで停止いたします。停

止期間中は不便になりますが、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

■問  都市建設課　� 55-2121

　これからの季節、鍋物などで卓上コン
ロなどを使用する機会が多くなると思わ
れます。
　ごみ収集業務の安全のため、ごみ出し
の際は以下のことにご注意ください。
○カセットボンベ・スプレー缶：使いき
　り、穴をあけガス抜きをしてから「缶
　類」の日に出す
○使い捨てライター：使いきり、水に浸
　してから「燃えないごみ」の日に出す

■問  町民環境課　� 55-2113

1　年金の加入期間が25年未満の方へ
○年金の加入期間が25年未満でも、カラ期間（※）と合わせて25年以上あれば年金が

　受け取れます。
※カラ期間の例：サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年 3月までの間で国民年
　金に任意加入していなかった期間など

○生まれた年などにより、25年未満でも年金を受け取れる場合（※）があります。
※昭和27年 4月 1日以前生まれの方で、厚生年金の加入期間が20年以上の場合など

2　年金の受け取り開始を66歳以降に繰り下げている方へ
○70歳になっても、年金は自動的には支払われません。

○年金の受け取りを始めるには、年金の請求が必要です。

3　厚生年金の加入期間のある65歳以上の方へ
○「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の2種類の年金が受け取れます。片方の年金

　だけを受け取っている方は、受け取っていない年金についても、あらためて請求を

　行ってください。

○片方の年金の受け取り開始を繰り下げている方は、70歳になるまでに年金の請求

　を行ってください。

4　厚生年金の加入期間のある方で、「65歳になってから年金を受け取ろう」と思って
　いる方へ
○厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方に対して支払われる「特

　別支給の老齢厚生年金」（※）については、65歳になる前に請求しても、年金額が減

　らされることはありません。速やかに請求を行ってください。
※特別支給の老齢厚生年金：65歳前に受け取ることができる老齢厚生年金

5　60歳以上で、会社にお勤めの方へ
○現在、会社にお勤めの方も、年金を受け取る資格を満たしている場合は、請求の手

　続きを行ってください。

○給与の額などに応じて年金の支払額の調整が行われる場合がありますが、全額停止

　の場合を除き、年金を受け取ることができます。

お心当たりのある方は、お早目にご相談ください。

■問  日本年金機構大河原年金事務所 � 51-3113　ねんきんダイヤル � 0570-05-1165

　最近、町に犬の鳴き声についての苦情が多く寄せられております。犬の鳴き声は飼

い主が感じる以上に、他人には迷惑に感じるものです。ご近所とのトラブルになる

ケースも見られます。吠える原因をつきとめ、散歩をさせるなどして、犬のストレス

を取り除いてあげることが大切です。

　飼い主として、ルールを守り適切な飼育を行ってください。

■問  町民環境課　� 55-2113

公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園ののののののののののの水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設ののののののののののの停停停停停停停停停停停止止止止止止止止止止止にににににににににににつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいててててててててててて 柴田町議会第 4回定例会
傍聴のご案内

　�����������������

　������

　平成23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22
年1月2日以降に新築、または増築され
たもの）の調査を実施しております。調
査員が伺いますので、ご協力をお願いい
たします。また、ご希望の調査日がござ
い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いたします。
　取り壊した建物につきましては翌年
から課税台帳より削除されます。届出
用紙は税務課・槻木事務所にございます。
　詳細についてのお問い合わせは、税
務課までお願いいたします。

■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
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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水

休
館
日

休
館
日

休
館
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／ 12月 19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

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

12月 5 日（日） 9:00～16:00

12月19 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

12月12 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／12月15日（水） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／12月16日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

1
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。

�日時／ 12月 16日（木）13：00～ 16：00

�場所／役場 町民相談室（1階）

�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／1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　� 0224-63-5779

　国の「多重債務者相談強化キャンペーン」の一環で、弁護士や司法書士などによる

多重債務に関する無料相談を行います。希望により心の健康相談もあります。（要予約）

�日時／ 12月 17日（金）9:30 ～ 16:30（法律相談は 10:00 ～ 16:00）

�場所／県大河原合同庁舎　　

�定員／20人

�予約受付／12月 6日（月）～ 10日（金） 8:30 ～ 17:15

■予 ■問  県消費生活・文化課　� 022-211-2524

　どなたでも相談できます。相談は無料です。

�日時／ 12月 4日（土）14：00～ 16：00※受け付けは15：30まで。

�場所／オーガ（大河原駅前）

�内容／賃金不払い、首切り、多重債務、健康不安など生活全般の悩みに応えます。

　一人で悩まず、まずはご相談ください。

■問 「仙南派遣村」実行委員会事務局　� 55-3267

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
12月 7 日（火）近江　宣男

生　　活 12月14日（火）佐藤由美子

12月21日（火）飯渕　紀子

■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
役場町民相談室（1階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
12月 1 日（水）佐久間捷哉

人　　権
12月15日（水）桂川　クメ

12月22日（水）星　マサ子行　　政

総 合 相 談
役場委員会室（4階）・槻木生涯学習センター

10:00 ～ 15:00

相　談　日相談区分

12月 8 日（水）
人権・行政・生活・消費生活
各相談同時開催

※役場委員会室（4階）では、10：00～
12：00に公証人相談も行います。　  

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
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移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

○紙芝居リレー　－ぴいかぶうのへや「のばら」2周年記念－
　～みんなの心をつなぐ紙芝居いっぱい楽しもう～
�日時／ 12月 16日（木） 14：00～ 15：30　　�募集人数／親子 20組　
�参加費／大人 100円、子ども無料（親子 1組 100円）
�申込期限／ 12月 10日（金）

○ぴいかぶうのへや「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊びなどをゆったりと楽しんでみませんか。時

間内は出入り自由です。参加は無料です。

�日時／ 12月 2日（木）、9日（木）、16日（木） 14：00～ 16：00
※おはなしタイム 15：00～ 15：30

○児童文化を学ぼう会
　～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・折り紙などを学び合い、子どもた
　　ちに届けよう～
�日時／ 12月 22日（水） 19：00～ 20：30　※毎月第 4水曜日開催
�参加費／ 300円
　

�場所／ぴいかぶうのへや「のばら」（庄司さん宅：船岡中央 2丁目）

■問  おはなしの会ぴいかぶう（庄司）、（小塩）

�日時／12月10日（金）9：45～11：00
�場所／船岡生涯学習センター
�テーマ／「サンタさんと遊ぼう」
�対象学区／船小・東船小学校区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談もあります。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。

3回目は効果的な指示の方法を学びま

す。あなたも参加してみませんか？ 

参加無料です。

�日時／12月14日（火）10：00～11：30
�場所／子育て支援センター
�内容／「効果的な指示の方法を学ぼう」
�講師／東北福祉大学健康科学部
　　　　富澤弥生氏

�対象／子育て中の方
�募集人数／ 20人（託児あり）
�申込期限／ 12月 7日（火）
※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
　で午前 9時 40分までにお越しください。
※第 4回目の募集は、後日のお知らせ版で
　ご案内します。

≪第4回目講座予定≫
�日時／1月25日（火）10：00～11：30
�内容／「子どものよくない行動の減ら
　し方とよい行動の増やし方を学ぼう」

　

　いよいよ最終回となりました。最終

回は、子育てサポーターによる音楽と

劇です。ぜひご参加ください。参加無

料です。

�日時／12月18日（土） 10:00～12:00
�場所／船岡生涯学習センター
�内容／音楽と劇 ｢みんなおいで！ ｣
�対象／平成 20年 4月～平成 21年
　3月生まれのお子さんと保護者の方

�募集人数／ 10組程度
　

■申 ■問  柴田町子育て支援センター
　� 54-4040

ゆるりんからのお知らせ
●子育てひろば“ゆるりん”
　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。14日はおもちゃ病院も来院します。

�日時／ 12月 7日（火）、14日（火）、21日（火）10：00～ 11：45
�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

●子育てひろば“ゆるりん”クリスマス会
　「ピンポンパン☆クリスマスショー」
　SENDAI ＮＰＯ子育て応援隊「ピンポンパン☆」がやってきます！一緒に歌や

踊りなどを楽しみましょう。

�日時／ 12月 22日（水）10：30～ 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　  �募集人数／20組  　�参加費／無料
�申込期限／12月 17日（金）

●ゆるりん学童クラブ
　今月はクリスマス会です。クリスマスのパーティメニューを作ってみんなで食

べよう！

�日時／ 12月 11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

るんるん子育て講座

『3歳児ワールド2010』
参加親子追加募集！
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募 集

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

　暗闇のホールで映画館のような大型ス

クリーンと迫力ある音響をみんなで楽し

もう。途中休憩もあり、小さなお子さま

も楽しめます。

�日時／ 12月 24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：「きみならどうす
　る？ゆうかいされないために」「映画プ

　リキュアオールスターズDX2希望の

　光☆レインボージュエルを守れ！」

　午後の部：「いじめはゼッタイわるい！」

　「ルパン三世VS名探偵コナン」

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者同
　伴でお願いします）

�参加費／無料

■問  船迫生涯学習センター   � 57-2011

　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に対する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

　けている世帯の方々
※既に、地上デジタル放送を視聴されている世帯の方々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にも、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

�申込期限／ 12月 28日（火）※消印有効

�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

　小室達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。小室達のあまり知られ

ていない父子像や干支にちなんだう

さぎなどの陶彫、木彫、石膏型の作品

を中心に紹介します。

�会期／ 1月 30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）

　

�日時／12月25日（土）9：00～12：00
�内容／縄ないを体験し、「玄関飾り」
　と「小輪っか」を作ります。

�募集人数／20人（先着順）
�参加費／500円（材料代）
�持ち物／剪定ばさみ（わら切り用）、
　ペンチ、エプロン、タオル

　前会長阿部功氏（故人）の遺作展

（拓本掛軸と能面）のほか、会員の拓

本作品を展示します。

�日時／12月11日（土）～12日（日）
　10:00～16:00（12日は15：00まで）

■問  柴田町拓本の会（武田）

小室達展

しめ縄作り体験学習

　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23年度入学者を募集します。

�出願資格／事業所に3年以上勤務した方または平成23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

　合も所属長などの推薦が必要です。

�試験日／1月 31日（月）　　　�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 13日（木）～ 21日（金）

■問  大河原商業高等学校定時制課程入試係　� 52-1064

　日本ボールルームダンス連盟公認地域指導員、宮城県レクリエーションボールルー

ムダンス協会公認指導者による講習会を受講してみませんか。

�期間／

　○前期：1月 6日（木）～ 3月 31日（木）の毎週木曜日19:00 ～ 21:00

　○後期：4月～ 6月に実施予定です。

�場所／船迫公民館

�内容／スロー・リズム、ジルバ、マンボ、スクエア・ルンバ、ワルツ、 タンゴ 、

　キューバン・ルンバ 、チャチャチャ

�募集人数／10人（先着順）

�参加費／6,000円（教本代別途）※前期および後期分の参加費となります。

�申込期限／12月 25日（土）

■申 ■問  船岡社交ダンス愛好会（及川）　

受講者募集

社交ダンス初級者講習会

「柴田町拓本の会」作品展示会

冬休み子ども映画会



お知らせ版●8 第 665号

　主催事業　
●「囲碁将棋教室」のご案内
�日時／ 12月 2日（木）、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　　
※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」にお越しください。

●「柴田町の歴史と生活文化講座」のご案内
�テーマ／「記録された柴田町」
�概要／紀行文や地史に記された柴田町を紹介します。
�日時／全2回　① 12月 8日（水）14:00 ～ 15:00
　　　　　　　　② 12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
�申込方法／12月 7日（火）まで、「ゆる．ぷら」にお電話で申し込みください。

●ゆる．ぷら“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／ 12月 16日（木）、23日（木・祝） 10：30～ 11：30
�対象／お話を聞きたい方（読み聞かせをしてみたい方も大歓迎！）
�参加費／無料　　
※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」にお越しください。

　ギャラリー展示案内　

●ステンドグラス船岡作品展
　ステンドグラスの持つ独特の光は、幻想的な世界が広がります。

　�期間／ 12月 14日（火）～ 12月 26日（日）

●ウクレレXmasミニコンサート＆体験会のご案内
　ウクレレの音色を味わって、体験してみませんか？

�日時／ 12月 23日（木・祝）
　　　　14：00～ 14：40　Xmas ミニコンサート

　　　　14：45～ 16：00　体験会

�参加費／無料　　　�募集人数／体験会のみ10人程度
�持ち物／ウクレレをお持ちの方はご持参ください。
※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」にお越しください。

■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　� 86-3641　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

�開館時間／10：00～ 18：00

�休館日／12月の休館日は毎週月曜日です。なお、年末年始の休館日は
　　　　　  12 月 28日（火）から1月 4日（火）までです。

　絵本や紙芝居、わらべうたを一緒に楽しんでみませんか。好きな絵本、お薦めした

い本があったらお持ちください。読み合いましょう。

�日時／ 12月 15日（水）10：30～ 11：30　　　�場所／船岡公民館
�参加費／無料　　　�共催／船岡生涯学習センター

■問  おはなしの会　ぴいかぶう（小塩）

こどもの本っておもしろい
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　地場産そば粉を使用した、太陽の村の

そば打ちの教室は、そば打ちの技を磨く

のに最適です。

�日時／12月12日（日）・26日（日）、1月

　9日（日）・23日（日）9：30～ 12：00

�場所／柴田町太陽の村　　

�募集人数／各 10人（先着順）

�参加費／ 2,000 円（昼食付き）

�用意するもの／エプロン、お持ち帰り

　用容器

�申込期限／各開催日の前日

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　たくさんの方からの募金をいただき、今年もメタセコイアが光の衣につつまれます。

昨年は実施できなかった点灯イベントも行いますので、ぜひ楽しみに足をお運びくだ

さい。

�点灯イベント／ 12月 11日（土）13:30 ～
�点灯期間／ 12月 11日（土）～１月 10日（月・祝）
�点灯時間／16：30～ 0：45

■問  メタセコイアの奇跡！光り輝け 槻木駅実行委員会（槻木生涯学習センター内）
　� 56-1997

　明治・大正・昭和を通して歌人として

活躍した大和町宮床生まれの女流歌人原

阿佐緒。大和町では、これらの功績を顕

彰するため原阿佐緒賞を制定し、優れた

歌に賞を贈ります。

�募集内容／短歌形式（内容は自由）

�応募規定／専用の応募用紙に住所、氏

　名、年齢、学校名・学年、電話番号を

　明記の上、未発表の短歌一人二首まで

　（原稿用紙でも可）。

�賞の種類／○一般の部：原阿佐緒賞 1

　点、優秀賞 5点　○青少年の部：優秀

　賞 1点、奨励賞 10点、特別賞 5点

�出詠料／ 1,000 円（中・高校生は無料）

�募集期限／1月31日（月）※当日消印有効

■問  原阿佐緒記念館（原阿佐緒賞係）　　
　� 022-346-2925

　〒 981-3624大和町宮床字八坊原19-2

●スタートイベント

�日時／ 12月 4日（土）14：00～ 19：00 　　　�場所／ JR船岡駅前広場
※ JR船岡駅前広場は通行止めになります。通行止めの時間：12：00～ 19：00

�内容／しばたバンドクラブ演奏、よさこい演舞、とん汁（チャリティーのため数量

　限定）、キャラメルポップコーン（100円で販売）、クリスマスプレゼント抽選会、点

　灯式（午後5時）

●船岡城址公園ライトアップ＆イルミネーション

＜ライトアップ・スロープカーの運行＞

�日時／ 12月 4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、18日（土）、19日（日）、

　23日（木・祝）、24日（金）、25日（土）　16：30～ 20：30

�場所／平和観音広場
※平和観音広場のライトアップに合わせてスロープカーの運行と臨時売店を出店します。

＜イルミネーション＞

�日時／ 12月 4日（土）～ 25日（土）　16：30～ 20：30

�場所／三の丸～駐車場

■問  しばた光のページェント実行委員会事務局（柴田町商工会）� 54-2207
　柴田町観光物産協会　� 56-3970

　お知らせ版 11月 15日号に掲載しま

した「東禅寺チャリティー寄席」の問い

合わせ先について、主催者が寄稿した原

稿の誤りにより、誤った電話番号を掲載

してしまいました。誠に申し訳ありませ

んでした。お詫び申し上げます。

■問  東禅寺寺子屋企画代表内嶋　
　

　手づくりリースを親子で作り、楽しいクリスマスを過ごしませんか！

�日時／ 12月 18日（土）9:30 ～ 12:00　　　�場所／船岡生涯学習センター
�募集人数／小学生の親子15組　　　
�参加費／1,000円　　　�持ち物／はさみ、軍手、古新聞
�申込期限／12月 11日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520

　親子で「ミニ門松」を作って、お正月に飾ってみませんか。

�日時／ 12月 25日（土）9：30～ 11：30　　　�場所／西住公民館
�募集人数／小学生の親子5組　　　�参加費／1組 200円　　
�持ち物／軍手・糸のこ　　　�申込期限／12月 21日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520

募 集

ミニ門松作り体験（親子ものづくり教室）

つきのきの冬の風物詩

メタセコイアの奇跡！光り輝け 槻木駅

しばた光のページェント

募 集

クリスマスリース作り教室

募 集

第 12回

原阿佐緒賞短歌募集

参加者募集

太陽の村

本格そば打ち教室

お  詫  び
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※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

12/1（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本多（愛）先生、菊池先生平成 21年 5月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

3（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付8（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 22年 7月生まれの方4か月児健康診査10（金）

  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）

13（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
15（水）

12：45～ 13：15小島先生、玉野井先生平成 19年 6月生まれの方3歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

  9：15～   9：45平成 21年 12月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

17（金）

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）20（月）

12：45～ 13：15吉田先生平成 20年 8月生まれの方
2歳児歯科健康診査
※歯ブラシとタオル、フッ素塗布希望者は
　調査票もお持ちください。

21（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付22（水）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）27（月）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

1/5（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 8月生まれの方4か月児健康診査6（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 21年 6月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

7（金）

  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）

11（火）
12：45～ 13：15乾先生平成 20年 9月生まれの方

2歳児歯科健康診査
※歯ブラシとタオル、フッ素塗布希望者は
　調査票もお持ちください。

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付12（水）
12：45～ 13：15佐藤先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）13（木）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
52-2533大河原後藤歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-5503村　田町南診療所12/5

83-2419村　田榊原歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2088村　田山田医院12

56-5112槻　木さとう歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院53-5151大河原さくら内科消化器科19

55-0970船　岡船岡中央歯科医院52-3115大河原かわち医院57-2310船　岡しばた協同クリニック23

57-1711船　岡玉野井歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科52-1058大河原日下内科医院26

53-8138大河原あいはら歯科医院56-1451槻　木乾医院52-1123大河原安藤医院29

55-5126船　岡和野歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科54-3755船　岡佐藤内科クリニック30

57-1918船　岡よしだ歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院58-2220船　岡ふなばさま医院31

83-2061村　田吉田歯科医院83-2172村　田善積医院83-6061村　田村田内科クリニック1/1

84-2266川　崎山家歯科クリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院53-1460大河原甘糟医院2

52-3900大河原さくら歯科51-5500大河原みやぎ県南中核病院55-1702船　岡太田内科3

83-6480村　田前田歯科医院51-3741大河原庄司クリニック55-1702船　岡太田内科9

84-4851川　崎西村歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所52-1123大河原安藤医院10

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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