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柴田町・村田町・大河原町
合併協議会は

休止となりました

平成21年6月15日

（注）採用予定人員は、現時点での予定であり、変更になることがあります。

【1次試験】
　�日程／平成21年 7月 26日（日）　　　�会場／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】
　�日程／平成21年 8月下旬ごろ　　　�会場／柴田町役場　　　�内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断など
【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（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。

【受付期間】
　平成21年 6月 15日（月）～26日（金）まで（土・日曜日を除く）

【受付時間】
　8：30～ 17：00（総務課にて）郵送の場合は、6月 26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

受　　験　　資　　格職  務  内  容採用予定人員職　　種試験区分

昭和 54年 4月 2日以降に生まれた方で、管理栄養士の資格
を有する方

一般的な管理栄養士業務に
従事

1人程度管理栄養士
（大学卒業程度）

上級

柴田町職員を募集します

　柴田町の合併協議会からの離脱の申し

入れをうけ、5月 25日行われました柴

田町、村田町および大河原町の臨時議会

の結果、協議会の廃止手続きが調わない

ことから、柴田町・村田町・大河原町合

併協議会は、平成21年5月31日をもっ

て休止となり、事務所は閉鎖されました。

　なお、合併協議会のホームページは、

平成21年6月30日までご覧いただくこ

とができます。ホームページでは、会議

資料や会議録（第 9回まで）、住民アン

ケート結果が提供されています。

 合併協議会ホームページアドレス
http://www.smo-gappei.jp/

　今後、合併に関するお問い合わせにつ

いては、下記までお願いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

�日時／6月23日（火）9：45～11：00
�場所／船岡体育館
�内容／運動会ごっこ
�対象／1歳～就学前のお子さんと保
　護者

�対象学区／全小学校区
�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。

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

　子育て支援センターでは、専門の先

生を招き子育て講座（全 5回）を開催

します。子育て中のお母さん、子育て

力アップのために一緒に学びましょう。

�日時／6月26日（金）10：00～11：30

�場所／子育て支援センター

�内容／口の発達と言葉について

�講師／言語聴覚士　鈴木和子氏
※事前申し込みが必要です。託児もあります。

るんるん子育て講座
～みんなで学びましょう♪～

■申 ■問  子育て支援センター（船迫児童館内）　� 54-4040
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　妊娠、出産、子育ては誰もが初心者。

みんな同じように悩んでいます。楽しみ

ながら赤ちゃんを迎える準備をしてみま

せんか？事前の申し込みは不要です。

�日時／ 6月 19日（金）9：30～ 11：30
�受付時間／ 9：20～ 9：30
�場所／保健センター
�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！

�対象／妊婦  
�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康福祉課　� 55-2160

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮で

きる「男女共同参画社会」。その実現のためには、国や地方公共団体だけでなく、皆さ

ん一人一人の取り組みが必要です。私たちの周りの男女のパートナーシップについて

この機会に考えてみませんか？

■問  内閣府男女共同参画局　� 03-3581-2022　http://www.gender.go.jp/

　平成18年 11月より、住民基本台帳の閲覧が個人情報保護に留意した新しい制度に変わりました。これにより、公共的・公益

的な目的での閲覧のみに限られ、営業活動などを目的とした閲覧は禁止されました。また、閲覧の状況を少なくとも年1回公表す

るよう定められています。平成20年度の実施状況は以下のとおりです。

■問  町民環境課　� 55-2113

　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。事前の申し込み

は不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 7月 2日（木）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  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

「掛軸」の電話勧誘にご注意！
　7月1日、平成21年経済センサス－基

礎調査が行われます。全国すべての事業

所および企業が調査の対象になります。

　6月から調査員がお伺いしますので、

調査票が届きましたら一緒にお配りした

「調査票の記入のしかた」をご覧の上、

漏れなくご記入ください。調査票に記入

していただいた内容をほかに漏らしたり、

統計法に規定された目的以外に使用する

ことは、法律で固く禁じられていますの

で、安心してありのままをご記入くださ

い。お伺いの際は、必ず「調査員証」を

携行していますので、ご協力をよろしく

お願いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

　最近、高齢者を狙った電話勧誘で、掛

軸の契約トラブルが増えているとの報道

がありました。「全国であなたが選ばれ

ました」などと勧誘され、高額な契約を

させられるというものです。

○うまい話には気を付けましょう。

○長い時間かかわると断りにくくなりま

　す。電話はできるだけ早めに切りまし

　ょう。

○あいまいな返事はトラブルのもとです。

　必要なければ「契約しません」「いりま

　せん」ときっぱり断りましょう。

○断り切れずに契約してしまったら、す

　ぐ消費生活相談をしましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

平成21年経済センサス
－－基礎調査にご協力を

【国または地方公共団体の機関の請求による閲覧】

閲覧に係る住民の範囲請求事由の概要閲覧機関の名称閲覧月日

平成 2年 4月 2日～平成 3年 4月 1日生れの男女
平成 5年 4月 2日～平成 6年 4月 1日生れの男

自衛官等の募集に伴う広報のため
防衛省自衛隊
宮城地方協力本部

6月 10日

【個人または法人の申出による閲覧】

閲覧に係る住民の範囲利用目的の概要
閲覧申出者名

（法人・代表者名）
閲覧月日

船岡東 2丁目の 20歳以上 89歳以下の男女 15人
「第 7回生活と意識についての
国際比較調査」実施のため

社団法人中央調査社
会長 中田正博

9月 17日

大字成田、西船迫 1丁目の 20歳以上の男女 15人
日本銀行情報サービス局が実施
する「生活意識に関するアンケー
ト調査」実施のため

株式会社日経リサーチ
代表取締役社長 園本雄司

12月 4日

槻木下町 3丁目の 20歳以上の男女 15人
内閣府が実施する「自衛隊・防衛
問題に関する世論調査」実施のた
め

社団法人新情報センター
事務局長 平谷伸次

12月 16日

平成20年度における住民基本台帳閲覧制度の実施状況
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みやぎ県民大学　仙台大学開放講座

　男女共同参画社会に向けて、輝くしば

た男女共同ネットワークでは女性史編さ

んに取り組んでいます。明治から昭和初

期にかけて、町内の通史には現れていな

い女性にスポットを当て、戦争や職業に

ついての貴重な体験や活動を記録したも

のを関係資料として収集しています。ご

自宅で眠っている大切な記録などがあれ

ば、ご協力をお願いします。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　国土調査は、現地で地目・土地の境界調査・測量などを行い、現地と公図、登記簿

が合うようにする調査です。本年度は、船迫・小成田・成田地区が対象になります。予

備調査として、職員などが現地立入り調査を行いますので、ご了承ください。なお、

詳細については、下記のとおり説明会を実施しますので、ご出席をお願いします。

�日時／ 6月 24日（水）13：30～　　　�場所／農村環境改善センター
�対象／船迫字太田・田小路前、小成田字坂向、成田字三谷・金光楽
※調査地区が若干変更になる場合があります。

■問  都市建設課　� 55-2120

　最近、私有地などの雑草について多く

の苦情が寄せられています。雑草を放置

しておくと景観を損ねるだけでなく、害

虫などの発生源や通行の妨げになること

もあります。特に 6月は環境月間です。

明るく住みよいまちづくりと、衛生面、

私有地財産管理の観点から、土地所有者

や管理者の方は適切な除草を行い、環境

美化に心掛け周囲に迷惑を掛けないよう

にしましょう。なお、除草した雑草はよ

く乾燥させて燃えるごみへ出してくださ

い。

■問  町民環境課　� 55-2114

　町内に障がい者の憩いの場とフリース

クールの「とっておきの広場」をオープ

ンします。この「とっておきの広場」を

拠点に、誰もが安心して暮らせる地域づ

くりを目指しています。障がいのある人

もない人もいらしてください。共に集い

仲間になりませんか？つきましては、

オープン記念のイベントを行います。皆

さんのご参加をお待ちしています。

�日時／6月20日（土）13：30～15：00
�場所／旧羽山児童館（北船岡）
�参加費／ 300円（お茶、お茶菓子代）

■申 ■問  「とっておきの広場」代表 岡崎洋
　子　

　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／ 7月3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。
ひとりで悩みを抱え込まずにお気軽に
ご相談ください。（要予約）

�日時／ 7月 10日（金）・24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

国土調査（地籍調査）にご協力を

講座�：仙台大学“ちょこっと運動プログラム”
　�開講時間／18：30～ 20：30　　　�募集人数／40歳以上の方 80人（先着順）

　

講座�：日米の比較論（スポーツ）
　�開講時間／18：30～ 20：30　　　�募集人数／50人（先着順）

　

講座�：歴史と文化を旅する
　�開講時間／18：30～ 20：00　　　�募集人数／30人（先着順）

�場所／仙台大学　　　�受講料／無料
�応募方法／はがきに、受講したい講座、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、性別、
　年齢を記入し、申し込みください。※複数講座受講可能です。

�募集期間／6月 15日（月）～ 26日（金）

■申 ■問  仙台大学事業戦略室　〒989-1693柴田町船岡南2-2-18　� 55-1621

学　　　習　　　内　　　容開講日

骨によく効く運動プログラム7月 3 日（金）

上肢・下肢によく効く運動プログラム7月 10日（金）

全身の筋肉によく効く運動プログラム7月 17日（金）

家・庭でできる軽運動プログラム7月 24日（金）

学　　　習　　　内　　　容開講日

プロフェッショナルの条件7月 14日（火）

厳しい困難にもかかわらず・・・7月 21日（火）

学　　　習　　　内　　　容開講日

日本のかたち7月 15日（水）

東北を旅する7月 22日（水）

宮城の歴史と文化を訪ねて7月 29日（水）
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　骨粗しょう症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

と受診できません。6月 19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、申し込みをしていない方で、

受診を希望される方は 6月 19日（金）ま
でに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。

�受付時間／
　13：30～ 14：00、14：00～ 14：30

�対象／ 40歳、50歳の女性
※年齢は、平成 22年 3月 31日現在です。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　肝炎ウイルス検診を8月下旬～9月に
集団検診で実施します。詳細については、
8月 1日号のお知らせ版に掲載予定です。
�対象／① 40歳の方（職場等で受けた
　ことがある方および受ける予定の方を
　除く）※対象者全員に対して受診票を送付し
　ますが、職場等で受けたことがある方および
　受ける予定の方は受診する必要はありません。

　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（要申込）
※年齢は、平成 22年 3月 31日現在です。

�自己負担料／一律 700円（予定）
�申込期限／対象②に該当する方のみ 7
　月 10日（金）までお申し込みください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　骨を丈夫にし、骨折しにくい身体をつ

くるための知識と運動を楽しみながら学

びます。

�日程／ 7月 9日（木）、8月 20日（木）、
　9月 10日（木）、10月 8日（木）、11月
　12日（木）、12月 17日（木）の全 6回
�時間／ 13：00～ 15：00
�場所／仙台大学
�内容／健康測定、健康講話、楽しい運
　動、調理・食事指導

�講師／仙台大学スタッフ（医師ほか）、
　健康づくり運動サポーター（学生）ほか

�対象／ 40歳～ 74歳の女性で仙台大
　学に通うことのできる方（ただし、医

　師に運動を止められている方を除く）

�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 500円（傷害保険代）
�申込期限／ 6月 30日（火）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　基本健康診査を8月下旬～9月に集団
健診で実施します。受診を希望される方
は、7月 10日（金）までにお申し込みく
ださい。なお、詳細については、8月 1
日号のお知らせ版に掲載予定です。
�対象／ 40歳以上で、生活保護受給者
　または4月2日以降に柴田町国民健康
　保険加入または喪失された方※年齢は
　平成22年3月31日現在。職場等で健診を受
　けた方または受ける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の方を除く。

�健診内容／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）
�自己負担料／一律 1,700 円（予定）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　国民年金保険料の納め忘れがあると、
将来受け取る老齢年金の額が減額された
り、受けられなくなることがあります。
また、もしものときの障害年金や遺族年
金が受けられなくなることもあります。
そのため、宮城社会保険事務局・社会保
険事務所では納付期限が過ぎても保険料
の納付が確認できない場合に、お電話や
ご自宅への訪問による納付のご案内を民
間業者に委託して行っています。ご案内
は休日や夜間にも行っています。ご理解
とご協力をお願いします。委託業者に提
供している個人情報は、納付の案内を行
う上で必要となる国民年金保険料の未納
者情報に限定しています。また、目的外使
用や閲覧、漏えい、複写複製などを禁じる
など厳格な安全管理措置を講じています。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　蛍が放つ自然の輝きをぜひご覧くださ

い。参加は無料です。

�日時／ 7月 4 日（土）19：30～ 20：30
�場所／入間田ほたるの里（入間田字田中）
�自由鑑賞期間／6月 28日（日）～7月
　15日（水）19：30～20：30が見頃です。
※場所など詳しくはお問い合わせください。

 お願い　自然保護のため、蛍は持ち帰
らないでください。

■申 ■問  ほたるの里実践委員会（高橋）
　

　はらから福祉会分場はらから共同作業

所で、あの土曜市が復活することになり

ました。こだわりの授産製品を始め、古

着など多数用意しています。また、新商

品の「燻製ゆば」「カップゆば」もありま

すので、ぜひご来店ください。

■問  分場はらから共同作業所
　� 57-1413

�日時／毎月第 3土曜日 9：00～10：00、
　10：00～ 11：00、11：00～ 12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／ 0歳～未就学児
�参加費／ 1,000 円

■申 ■問  玉野井　

　白石女子高と白石高が来年統合される

ので、船岡支部としては最後の総会にな

ります。総会終了後、フルートほか演奏

会を予定しています。

�日時／ 7月 12日（日）13：00～
�場所／しばたの郷土館

■問  白女高同窓会船岡支部事務局（横田）
　

今日から始める
女性のための健康教室

実施会場実施日

保健センター6／ 25（木）

槻木生涯学習センター6／ 26（金）

国民年金保険料の
納付のご案内

キッズリトミック Lun Lun
親子でふれあいながら、音楽であそぼう！
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仙南地域広域行政事務組合職員募集

短期子供水泳教室のお知らせ

　太陽の村の料理教室は、技を磨くのに

最適です。家族や自分のためにチャレン

ジしてはいかがでしょうか。初心者の方

も大歓迎です。

�日時／6月27日（土）10：00～12：00

�場所／柴田町太陽の村

�募集人数／ 8人（先着順）

�参加費／ 2,000 円

�持ち物／エプロン、お持ち帰り用の容器

�申込期限／ 6月 26日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

�第1次試験／ 9月 20日（日）10：00～　仙南地域広域行政事務組合総合庁舎
　　　　　　　内容：教養・適性・作文試験

�第2次試験／第1次試験合格者に通知します。
�申込方法／組合総務課で配布する所定の申込書にてお申し込みください。
�受付期間／7月 13日（月）～ 8月 17日（月）※郵送の場合は8月 17日（月）消印有効

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　� 52-2628

第2回初心者水泳教室
受講者募集

　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／ 7月 4日（土）～ 9月 26日（土）
　の毎週土曜日　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／ 7月 3日（金）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

　初めてのお子さんを対象としたスポー

ツ教室を開催します。

�日時／7月18日（土）～20日（月）の3
　日間　11：00～ 11：45

�場所／宮城県仙南総合プール
�対象／ 4歳以上の初心者
�募集人数／ 30人
�参加費／ 2,100 円

■申 ■問  宮城県仙南総合プール
　� 56-1663

　季節の食材を使って調理実習をします。

調理するのが初めてのお父さん、おじい

さんの参加も大歓迎です。

�日時／ 7月 9日（木）10：00～ 13：00

　　　　10月8日（木）10：00～13：00

　　　　2月18日（木）10：00～13：00

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／成人

�募集人数／ 16人（先着順）

�参加費／材料費実費

�持ち物／エプロン、三角巾

�申込期限／ 7月 2日（木）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　地球環境に優しい生活を目指すために、

ごみ削減についての講話や施設見学をし

ますので、お気軽にご参加ください。

�日時／ 7月 10日（金）9：00～ 15：00
�集合場所／船岡生涯学習センター
�施設見学地／大河原衛生センター、仙
　南リサイクルセンター

�対象／成人
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 7月 4日（土）
※昼食は各自となります。太陽の村レストラン
　も利用できます。

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　和太鼓をみんなで楽しくたたいてみま

せんか。奥州柴田一番太鼓のメンバーが、

初心者の方でも曲打ちができるようご指

導します。

�日時／ 7月・8月の毎週水曜日と日曜
　日 19：00～ 20：00

�場所／農村環境改善センター
�対象／小学 2年生以上の方（親子での
　参加も可）

�参加費／無料
※軽運動のできる服装で参加ください。

■申 ■問  奥州柴田一番太鼓（高橋）
　

　ランプやオブジェ、フォトスタンドな

ど、自作のステンドグラスでお部屋の雰

囲気を変えてみませんか？

�日程／毎月第 2、第 4木曜日
�場所／しばたの郷土館
�受講料／ 4,000 円

■申 ■問  石田　

�日時／ 7月 3日（金）14：00～
�場所／えずこホール（大河原町）
�内容／講演「朝鮮半島情勢と日本の安
　全～金正日体制と米朝関係の行方～」

　講師／武貞秀士氏（防衛省防衛研究所

　統括研究官）

�参加費／無料

■問  仙南地域広域行政事務組合総務課
　� 52-2628

男の料理教室
うどんつくり

季節の料理教室 エコ教室

和太鼓教室

ステンドグラス教室生徒募集

�試験区分／初級（高校卒業程度）

受　　験　　資　　格採用予定人員職　種

昭和61年 4月 2日から平成 4年 4月 1日までに生まれた方で、
平成 22年 3月末日までに普通自動車以上の運転免許（オートマ
チック車限定を除く。）を取得可能な方

若干名消　防

昭和56年 4月 2日から平成 2年 4月 1日までに生まれ、平成
22年 3月末日までに普通自動車以上の運転免許（オートマチック
車限定を除く。）を取得可能な方で、救急救命士の資格を有する方
または平成 22年 4月末日までに資格を取得する見込みの方

若干名
消　防

（救急救命士）
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主な行事日学　校

2 年遠足2船岡小学校
� 55-1064

授業参観・懇談会8

教育相談21～24

学習参観・ＰＴＡ
レク

4
槻木小学校
� 56-1029

お楽しみ集会8

水泳教室21～22

学習相談日22～24

授業参観・懇談会3柴田小学校
� 56-1430

芸術鑑賞教室8

ＰＴＡバレーボー
ル大会

18

授業参観・懇談会1船迫小学校
� 55-5394

防犯教室7

お楽しみ集会9

かっぱ教室21～23

授業参観・懇談会・
ＰＴＡレク

4
西住小学校
� 53-3227

七夕集会7

夏休み学習教室21～24

芸術鑑賞会3東船岡小学校
� 55-1811

学習参観・ＰＴＡ
レク

4

体力テスト8～10

授業参観・ＰＴＡ
講演会

2
船岡中学校
� 55-1162

家庭訪問・三者面
談

21～31

携帯安全教室7槻木中学校
� 56-1331

2 年芸術鑑賞会9

ＰＴＡ研修会・授
業参観・学年ＰＴ
Ａ

11

親子レク25

三者面談・家庭訪
問

27～
8/5

防犯訓練・防犯教
室

8
船迫中学校
� 54-1225

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ

12

教育相談（3年）・
家庭訪問（1・2年）

23～30

中体連県大会19～23中学校共通

終業式17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。

　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／ 7月 13日（月）・21日（火）
　10：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 6月 26日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　槻木地区を対象に地域ボランティア推進事業を進めている「槻木地域づくり推進協

議会（会長：平間榮雄）」では、今年も12月に槻木駅東口（メタセコイア）と西口

（ケヤキ）を光のページェントで飾ろうと計画を進めています。題して“メタセコイ

アの奇跡！光り輝け槻木駅2009”です。今回で5回目となる今年は、5周年記念イ

ベントを考えています。多くの方が参加した手づくりイベントにするために、実行委

員会を組織して事業を進めます。事業計画策定・募金活動・催し開催など、スタッフ

として子どもからお年寄りまで実行委員を広く募集します。知人・友人をお誘いの上

ご参加ください。

�申込期限／6月 30日（火）

■申 ■問  槻木地域づくり推進協議会事務局（槻木生涯学習センター  � 56-1997）

槻木版 光のページェント

“メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅2009” 実行委員を募集

　介護保険の施設に入所または短期入所

生活介護（ショートスティ）を利用され

ている方の居住費（滞在費）および食費

は自己負担になっています。しかし、町

民税非課税世帯の方は、それらの費用が

減額になる「介護保険負担限度額認定」

制度があります。介護保険の認定を受け、

まだ申請手続きをされていない町民税非

課税世帯の方は申請してください。

■問  健康福祉課　� 55-2159

�日時／ 7月 2日（木）9：00～ 15：40
�場所／仙南広域視聴覚教材センター
　（大河原町）

�対象／仙南地域在住者（高校生以上）、
　勤務者

�参加費／無料
�申込期限／ 6月 24日（水）
　詳細については、ホームページをご覧

ください。http://www.az9.or.jp

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135
　槻木生涯学習センター　� 56-1997
　仙南広域視聴覚教材センター
　　　　　　　　　　　　� 52-3433

槻木駅西 2丁目（槻木跨線人道橋付近）

�台数／ 7区画
�料金／年額 32,800 円

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

16ミリ映写機操作技術講習会 町有駐車場利用者募集中

�日時／ 7月 10日（金）19：00～
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／会則、事業計画、事業予算、　
　募金活動の手段ほか

介護保険負担限度額認定申請介護保険負担限度額認定申請
～減額の手続きはお済みですか～
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