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　出水期を迎え、風水害に備えた訓練を

実施します。水防団による水防工法訓練

などが行われますので、ぜひ見学に来て

ください。

�日時／ 7月 5日（日）9：00～
�場所／白石川左岸河川敷（船迫字外余
　川地内）　※雨天の場合は中止（小雨決行）

■問  総務課　� 55-2111

①国民健康保険被保険者証・退職被保険者証および後期高齢者医療被保険
　者証の更新をします

　現在お使いの被保険者証は有効期限が7月 31日（金）で終了します。8月 1日（土）

から使用する被保険者証は7月下旬に世帯ごとに送付します。また、後期高齢者医療

被保険者証の色が、今回の更新により、これまでの白色からオレンジ色に変わります。

国保被保険者証は色・デザインは変更ありません。なお、有効期限の終了した被保険

者証は使用できませんので、下記回収場所へお持ちください。

�回収場所／町民環境課、槻木事務所、各生涯学習センター、各公民館、農村環境改

　善センター

②入院する時は「限度額適用認定証」の申請をしましょう！

　入院される場合、医療機関で1カ月に支払う自己負担額（保険診療分）が、限度額

適用認定証（以下、認定証）を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが高

額療養費の自己負担限度額までとなります。入院される時は事前に申請し、認定証の

交付を受けてください。

【国民健康保険】

�交付の対象となる方／国民健康保険被保険者

�申請に必要な物／国民健康保険被保険者証、印鑑

○国民健康保険税に未納のある世帯については認定証が交付されないこともあります。

○70歳～74歳の方は、認定証の提示がなくとも自己負担限度額までとなりますので

　申請の必要はありません。ただし、世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税

　の方はさらに限度額が下がりますので申請してください。
※すでに認定証の交付を受けている方は、有効期限が平成 21年 7月 31 日までとなっています。8
　月以降も必要となる方は7月 15日（水）から受け付けを開始しますので更新の手続きをお願いしま
　す。

�申請先／町民環境課または槻木事務所

【後期高齢者医療】

�交付の対象となる方／住民税非課税世帯に属する後期高齢被保険者

�申請に必要な物／後期高齢者医療被保険者証、印鑑
※すでに認定証の交付を受けている方は、8月以降の新しい認定証を交付条件を審査の上、新保険証
　と併せてお送りしますので更新手続きは不要です。

�申請先／町民環境課または槻木事務所

■問  町民環境課　� 55-2114

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～
�日時／7月10日（金）9：45～11：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／1歳～就学前のお子さんと保
　護者
�対象学区／船岡・東船岡小学校区
�内容／コーナー遊び・リズム・体操
　など
�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。

　
�日時／7月14日（火）9：45～11：00
�場所／柴田児童館
�対象／2歳～就学前のお子さんと保
　護者
�持ち物／各自必要なもの
�申込期限／ 7月 9日（木）

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

一緒に遊ぼう
～児童館のお友達と遊びませんか～
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�日時／7月11日（土）10：00～11：30
�場所／東禅寺（槻木白幡）
�募集人数／ 50人（先着順）
�申込方法／住所、氏名、電話番号を記入
　の上、柴田町星を見る会豊川宛て「はが
　き」で申し込みください（船岡七作）。
※ご家族での申し込みは、1枚のはがきに連名
　で記入ください。また、当選者には整理券を
　お送りしますので、当日ご持参ください。

■問  柴田町星を見る会（加藤）� 55-5010

　柴田町国民健康保険に加入されている方を対象に特定健康診査を実施します。受診

券は、平成21年4月1日から継続して柴田町国民健康保険に加入している40歳～64

歳の方すべてに送付します。町内実施医療機関（下表）で受診してください。受診予

約が必要な医療機関は送付された受診券に記載してありますので確認してください。

受診の際は、受診券、柴田町国民健康保険証、自己負担料、尿容器をお持ちになり、

医療機関に提出してください。受診券が健診月の7日までに届かない場合は下記にお

問い合わせください。指定健診期間以外は受診できなくなりますので、必ず期間内に

受診してください。なお、65歳以上の柴田町国民健康保険加入者については、8月下

旬～ 9月に集団健診として実施します。受診券は8月に送付予定です。

�健診期間／7月～ 9月（行政区を下記の3グループに分けて実施）

骨髄バンクに
ご登録ください

　白血病など血液難病患者の皆さんを救うために、
骨髄バンクの登録をお待ちしています。（要予約）
�日時／7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

　エイズ相談や抗体検査（採血）を匿名で受け
ることができます。（要予約）
�日時／7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。

エイズ相談・抗体検査

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

　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（職場などで受け
　たことがある方および受ける予定の方
　を除く）※対象者全員に受診票を送付しま
　すが、職場など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／ 700円（予定）
�申込期限／対象②に該当する方は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

　前年の所得が少ないなどで、国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは、本人

の申請手続きにより保険料の納付が免除される制度があります。平成21年 7月以降

の期間の免除申請については平成20年の所得をもとに審査されることになります。

これまで保険料の全部または一部が免除になっていた方も、承認期間が6月で終了す

ることになります。7月以降免除を希望するときは、改めて申請の手続きをしてくだ

さい。30歳未満の方に適用される「若年者納付猶予制度」も同様です。また、以前

に申請したときに却下となった方でも、7月以降は所得の審査対象となる年が変わり

ますので、承認を受けられることがあります。免除申請（若年者納付猶予）は市町村

の国民年金担当窓口で受け付けをしています。前年の所得を基準として審査されます

ので、前年の所得を申告していない方は申告が必要です（無収入の場合も含む）。転入

されてきた方の場合、前住所地より所得証明書などを取り寄せていただくことがあり

ます。申請が遅れると、その間の事故や病気について、障害基礎年金などの給付が受

けられないことがあります。お早めに手続きをしましょう。これまで全額免除または

若年者納付猶予の承認を受けていた方で、申請の際に免除の継続を希望された方は、

申請がなくとも継続審査を行い、結果が通知されます。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

7月22日に部分日食が見られます

日食観察勉強会

�対象／40歳～ 64歳の柴田町国民健康保険加入者
※平成21年 4月 1日から継続して加入している方です。年齢は平成22年 3月 31日現在です。

�自己負担料／1,700円
�実施医療機関／

■問  町民環境課　� 55-2114

受診券送付時期指定健診期間対象行政区グループ

6月下旬
7月 1日（水）
　～ 31日（金）

4、6A、6B、7B、8、9B、11C、12A、
14、16、18A、19、27、28、29A

1

7 月下旬
8月 1日（土）
　～ 31日（月）

1、2、7A、11B、12B、13、17B、20、
24、25、29B、29C

2

8 月下旬
9月 1日（火）
　～ 30日（水）

3、5、9A、10、11A、15、17A、18B、
21、22、23、26、29D、30

3

電話番号医療機関名電話番号医療機関名

55-1555仙南クリニック56-1451乾医院

57-1231高沢外科・胃腸科55-1702太田内科

56-1012玉渕医院56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院

54-1034船岡今野病院54-3755佐藤内科クリニック

55-4103宮上クリニック57-2310しばた協同クリニック
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認知症を学ぶ
～認知症という病気を知ろう～

高齢者のランチを楽しむ会
～あぶくまランチ会～
新規参加者募集

　槻木を会場にしたグループができまし

た。おしゃべりしながらみんなで外食し

ましょう。町内どちらにお住まいの方で

もどうぞ。

�日時／ 7月 7日（火）11：30～
�場所／村田や
�対象／ 65歳以上で現地に集合できる
　方

�食事代／実費（500円～1,000円程度）
�申込期限／ 7月 6日（月）

■申   佐藤（弘）　� 56-2185
■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

　基本健康診査を8月下旬～9月にかけて実施します。健診は、町内5施設での集団

健診です。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、次のいずれかの条件に該当する方
　①生活保護受給者

　②4月 2日以降に次の異動があった方

　�柴田町国民健康保険に加入された方　�柴田町国民健康保険を喪失された方
※年齢は平成22年3月31日現在です。職場など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／1,700円（予定）

【特定健康診査対象者】
　40歳～ 74歳で、4月 1日以前から国民健康保険や社会保険、共済組合などの各種

健康保険に加入されている本人および被扶養者の方です。受診方法などについては、
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。
【後期高齢者健康診査対象者】
　後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方です。健診は集団健診で後期高齢者健康診

査を実施します。対象となる方には町民環境課から8月に受診票を送付します。詳し

くは町民環境課（� 55-2114）にお問い合わせください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　さまざまな立場でかかわっている人ど

うしが、認知症の基本について一緒に学

ぶ場です。参加は無料です。

�日時／7月24日（金）13：00～15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／認知症となった人の健康管理に
　ついての講義とグループでの話し合い

�講師／地域包括支援センター職員
�対象／認知症の介護をしている方、介
　護職員

�募集人数／ 20人
�申込期限／ 7月 17日（金）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　生活習慣病の温床であるメタボリック

シンドローム（内臓脂肪型肥満）を予防・

解消する知識や運動を楽しく学ぶ教室で

す。お腹の脂肪が気になる方、ぜひご参

加ください。

�日程／8月20日（木）、9月24日（木）、
　10月22日（木）、11月26日（木）、12
　月 24日（木）、1月 21日（木）の全6回
�時間／ 10：00～ 11：30
�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）
�申込期間／ 7月 1日（水）～ 15日（水）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　★生涯学習課
○笠原吉太郎さん（若葉町）が、百科事

　典を寄贈。

　★柴田児童館
○柴田児童館保護者会さんが、机、デジ

　タルカメラ、絵本を寄贈。

　★槻木児童館
○槻木児童館保護者会さんが、掃除機を

　寄贈。

　★町内小中学校・第一幼稚園
○柴田会さんが、学校図書館図書の充実

　費として 100,000 円を寄付。

　★教育総務課
○船迫愛酒る会さんが、小中学校図書購

　入費として 30,000 円を寄付。

　★槻木生涯学習センター
○木村美惠子さん（槻木下町）が、図書

　購入費として、50,000 円を寄付。

　★健康福祉課
○関歌謡教室さん（東船迫）が、社会福

　祉資金として、22,278 円を寄付。

○一火会 19期会さん（白石市）が、社

　会福祉資金として、20,158 円を寄付。

○ミニ船岡会さん（白石市）が、社会福

　祉資金として、20,215 円を寄付。

�日時／ 7月 12日（日）13：00～ 16：00　　　�場所／オーガ（大河原町）
�内容／講演「免疫異常による病気の成り立ち」講師：宗像靖彦氏（太白さくら病院医師）
�募集人数／70人（先着順）　　�参加費／無料　　�申込期限／7月 10日（金）

■申 ■問  みやぎ県難病相談支援センター　� 022-212-3351

難病患者と県民のための医療講演会
～自己免疫性疾患を理解する～

メタボ快消教室
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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）。

柴田町民体育館

7月12日（日） 9:00～16:00
7月26日（日） 9:00～16:00
槻木体育館

7月 5 日（日） 9:00～16:00

7月19日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

7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／7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／7月22日（水） 19:00
場所／船岡公民館

8
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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
7月 7 日（火）佐藤由美子

生　　活
7月14日（火）飯渕　紀子

7月21日（火）近江　宣男

7月28日（火）山本登起子

■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
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
7月 1 日（水）渡邊みち子

人　　権 7月 8 日（水）桂川　クメ

7月15日（水）木島　元子

7月22日（水）飯渕　紀子行　　政

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
7月10日（金）大友　勝彦

人　　権
7月24日（金）佐久間捷哉

7月24日（金）星　マサ子行　　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）鈴木久美子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

�利用時間／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）

�無料開放日時／ 7月 19日（日）  毎月第 3日曜日
�プール休館／ 7月 5日（日）  宮城県高校総体　水球競技大会
○…全面利用可能　　☆…レッスン実施中は利用不可　　×…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コース分利用可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

※土曜日（第 2・4）はホットヨガを予
　定しているため、一部プールサイド
　の利用をご遠慮ください。

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　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水
☆☆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

　県内で必要なすべての血液製剤を県民の皆さんの献血により確保できるように、献
血にご理解とご協力をお願いします。献血車が来町します。皆さんの温かいご協力を
お待ちしています。
�日時／ 7月 26日（日）10：00～ 12：00、13：00～ 16：00
�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  健康福祉課　� 55-2160

�日時／ 1月 10日（日）10：00～　　　�場所／柴田町民体育館
　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、12月中旬に行政区
長を通じてお届けします。なお、町内に住所のない方で、柴田町の成人式に出席
したい方は、11月 27日（金）までに下記へご連絡ください。

　
　柴田町では、平成22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
行委員会は9～ 12月の平日午後7時半頃から数回開催する予定です。希望者は、
8月 28日（金）までに下記へご連絡ください。
�募集人数／10人程度

　
　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、持参いずれも可。
�応募締切／11月 6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  � 55-4172  Ｅメール：social-edu@town.shibata.miyagi.jp

成人式実行委員募集！

発表者募集！～新成人の抱負～
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異文化体験  ヨガ教室

　入間田地区「ひまわり市民農園」には、

200株ほどのラベンダーが栽培されて

います。夏の山々に囲まれた農園のラベ

ンダー畑は一面が紫色。ご家族でお越し

ください。

�日時／ 7月 11日（土）、12日（日）
　10：00～ 15：00

�場所／ひまわり市民農園（入間田）
�参加費／摘み取り用袋1枚につき300円
�持ち物／花ハサミ
※当日の入園者が 100人を超えた場合は、入園
　の制限をさせていただきます。

■問  ひまわり市民農園（高橋）
　 地域産業振興課　� 55-2122

�日時／ 7月 11日（土）、25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／600円
�対象／小学4年生以上
�協力／柴田町トンボ玉愛好会

7月のトンボ玉体験会

�日時／ 7月 25日（土）14：00～
　　 　　8月 2日（日）15：00～
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／ゆかたを粋に着こなして、みん
　なで夏祭りに参加しましょう。2回目

　は着付け後に盆踊りの練習をして、

　29Ｂ行政区の夏祭りに参加します。

�対象／小学生以上の町民
�募集人数／ 20人
�参加費／無料
�持ち物／浴衣、半幅帯、紐（3本）、ガー
　ゼかさらしの下着（上下）、伊達締、前板

�講師／着付　佐藤栄子氏
　　　　踊り　山家幸子氏

�申込期限／ 7月 15日（水）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　インド発祥のヨガを体験して文化に触

れると共に、健康な体づくりをしてみま

せんか。参加は無料です。

�日時／ 7月 14日（火）9：30～ 11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／成人
�募集人数／ 20人（先着順）
�持ち物／マット（バスタオルなど）、上靴
�申込期限／ 7月 10日（金）

■申 ■問   船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　子どもの食育についての講話を聞いた

後、栄養バランスの取れた、暑い夏に

ぴったりのドライカレーとピーラーサラ

ダ、簡単レアチーズを作ります。

�日時／7月15日（水）10：00～13：00
�場所／西住公民館
�対象／小中学生の保護者
�募集人数／ 24人（先着順）
�参加費／ 500円
�持ち物／エプロン、三角巾
�申込期限／ 7月 9日（木）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�日時／8月23日（日）10：00～16：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／バンド演奏、フリーマーケット、
　屋台など

�申込期限／ 7月 15日（水）

■申 ■問  舟山　

�日時／ 7月 20日（月）13：30開演
�場所／仙南信用金庫3階しんきんホー
　ル（白石市）　※入場無料

�曲目／海の組曲、崖の上のポニョなど

■問  白石女子高等学校マンドリン部
　� 0224-25-2181

ゆかたを着て
夏祭りに行こう

子育て健康講座

暑い夏にぴったり健康料理

バンドフェスタ inしばた

参加バンド・フリマ募集
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みんなおいで！ゆるりんとあそぼう

ゆるりんクラブを開催します
　手づくりピザに挑戦！生地からつくり

ます。楽しいゲームや工作もします。

�日時／7月18日（土）10：00～14：00
�場所／船迫公民館
�対象／小学1年生～ 6年生の児童 20人
�参加費／ 300円
�持ち物／上履き、エプロン、筆記用具
�申込期限／ 7月 10日（金）

■申 ■問  ＮＰＯしばた子育て支援ゆるりん
　（水戸）　

　（社）さくら青年会議所では、自らが暮らし生かされている地域を振り返り、その地

域の持つ魅力を見出す機会として、漫才師であり著書「がばいばあちゃん」を書かれ

た島田洋七氏を講師にお招きし、講演会を開催します。参加は無料です。

�日時／ 7月 12日（日）14：00～ 15：30　　　�場所／えずこホール（大河原町）

�募集人数／300人（整理券をお持ちの方に限ります）

　○整理券配布日時／7月 4日（土）、5日（日）

　　両日とも受け付けは10：00～ 13：00（150枚ずつ）

　○整理券配布場所／オーガ2階（大河原駅前）
※整理券をお持ちでない方も、当日、空席がある場合のみお座りいただけます。

■問  （社）さくら青年会議所　� 52-6946

　自分の気持ちを素直に伝え、相手の気持ちを読み取り、対等に表現する方法を一緒に練習しませんか。また、運動・アロマを通
して元気になりましょう。

仙南地域職業訓練センター 夏休み親子教室参加者募集

やさしい男女共同参画セミナー
～実践！コミュニケーションを通していきいき元気に～

※講師の都合により、日時が変更となる場合があります。

�募集人数／20人（先着順）　　　�参加費／無料（料理とアロマは実費）　　　�申込期限／7月 31日（金）

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

講　　　師内　　　　容日時・場所

カウンセラー
　上西　　創 氏

アサーティブネス入門（初級編）
アサーティブって何？から学ぶ

8月 9 日（日）13：00～ 15：00
第 1回

しばたの郷土館

カウンセラー
　上西　　創 氏

アサーティブネス入門（初級編）
アサーティブトレーニング

8月 30 日（日）13：00～ 15：00
第 2回

役場保健センター

日本 3Ｂ体操協会
　熊谷佐世子 氏

3Ｂ体操で元気なからだ（3Bとは、ボール・ベル・ベルダー）
普段運動不足と感じている方でも大丈夫、3Ｂ体操を体験します。

9月 4日（金）13：00～ 15：00
第 3回

役場保健センター

カウンセラー
　上西　　創 氏

アサーティブネス入門（初級編）
アサーティブトレーニング

9月 27 日（日）13：00～ 15：00
第 4回

役場保健センター

料理研究家
　大道奈穂子 氏

だれでもできる簡単クッキンＧ
夏の疲れたカラダを元気にするハーブ料理

10月 9 日（金）13：00～ 15：00
第 5回

役場保健センター

AEAJ 認定インストラクター
　菅原　智恵 氏

アロマで体の芯から元気に
アロマの効能を学ぶ

10月 23 日（金）13：00～ 15：00
第 6回

役場保健センター

講　　座　　内　　容日時・受講料講座名・募集人数

お父さん、お母さんと力を合わせ、物入れやイスにもなる
「万能ボックス」作りに挑戦します。木材に触れながら、木
の香り、木の持つ優しさや温もりなどを体験してください。

7月 19日（日）
9：00～ 12：00
受講料：1,800 円

夏休み親子木工教室
募集人数：親子 50組

親子で土に触れながら茶碗・湯呑・マグカップ・皿など自分
だけのオリジナル作品作りに挑戦します（粘土は、1組 1kg
お渡しします）。
※作品の仕上がりは 8月中旬頃の予定です。

7月 19日（日）
午前の部 10：00～ 12：00
午後の部 13：30～ 15：30
受講料：2,200 円

夏休み親子陶芸教室
募集人数：親子 35組

�申込方法／電話またはFAX（氏名・連絡先・講座名を記入）でお申し込みください。　※児童1人に保護者1人でお申し込みください。
�申込期限／7月 10日（金）※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
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　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／7月13日（月）15：00～16：00
　　　　7月25日（土）10：30～11：30
�場所／絵本のへや（庄司宅：船岡中央 2
　丁目）

■問  庄司、小塩

地域講座　～裁判員制度がスタートしました～
　国民から選ばれた「裁判員」が刑事裁判に参加する裁判員制度が5月 21日からス
タートしました。県では9月の初公判に向け、5月21日以降に起訴された重大な犯罪
について公判前手続きの準備をしています。仙台地裁におけるスタートしてからの現
状やさまざまな事例についての講話をいただきます。また、受講生の質問を受け、そ
れに対する回答をもって制度への理解を深めます。参加は無料です。
�日時／ 7月 25日（土）14：00～　　　�場所／船迫生涯学習センター
�講師／仙台地方裁判所　　　�対象／中学生以上の町民　　
�募集人数／50人（先着順）　　　�申込期限／7月 18日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　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・おすす
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。参加は無料です。
�日時／7月15日（水）10：30～11：30
�場所／船岡生涯学習センター

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

　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）
　

　夏恒例、えずこホール野外ライブを開

催します。フリマや屋台も並び、お祭り

ムード満点。ぜひご来場ください。

�日時／7月26日（日）10：00～17：00

�場所／えずこホール野外（雨天時屋内）

�内容／○県南アマチュアバンド 40組

　出演○フリーマーケット 20区画○飲

　食屋台○エコ企画（マイ箸づくり）など

■問  実行委員会（斉藤）
　

　もったいないを行動に移しませんか？

今、環境問題からエコ・リサイクルへの

関心が高まっています。ご家庭で使わな

くなった衣類、生活雑貨、家電製品など

何でも気軽に持ち込んでみませんか。

きっと必要とされる方がいると思います。

�受付／月曜日～土曜日

�場所／ユーワ精巧柴田工場（西船迫）

■申 ■問  ユーワ精巧株式会社
　� 0120-965-896（平日のみ）

�募集職種／営業事務　　　�募集人数／1人
�受付期間／7月 9日（木）～ 24日（金）※土・日曜日、祝日を除く
�受付時間／9：00～ 17：00
�応募資格／①昭和54年 4月 2日～昭和59年 4月 1日までに生まれた方　②原則
　として柴田町内に住所を有する方　③営業の実務経験者
�応募書類／履歴書・職務経歴書
�第1次試験／8月 4日（火）「書類審査」　　�第2次試験／8月 11日（火）「面接」

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター　� 58-7400

（社）柴田町シルバー人材センターの職員を募集します

海上保安大学校・海上保安学校学生募集
　海上保安庁では、平成22年 4月に採用する海上保安大学校・海上保安学校の学生
を募集します。入学と同時に海上保安庁職員に採用されます。

■問 海上保安学校宮城分校  � 0223-24-2338  〒 989-2421岩沼市下野郷字北長沼4

海上保安学校海上保安大学校

郵送または持参：7月 21日（火）
　　～ 8月 4日（火）※消印有効

郵送または持参：8月 27日（木）
　　～ 9月 8日（火）※消印有効

受付
期間

昭和 61年 4月 2日以降に生まれた方平成元年 4月 2日以降に生まれた方

受験
資格

（1）高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した方および来春卒業見込みの方
（2）高等専門学校の第 3学年の課程を修了した方および来春修了見込みの方
（3）高等学校卒業程度認定試験（廃止前の大学入学資格検定を含む）に合格した方な
　  ど人事院が（1）に掲げる方と同等の資格があると認める方

○船舶運航システム課程：約100人　○航空
課程：約 10人　○情報システム課程：約 40
人　○海洋科学課程：約 10人

約 45人
採用
予定
人数

第 1次：9月 27日（日）第 1次：10月31日（土）、11月1日（日）試験日

塩釜市、盛岡市、秋田市、青森市など全国 39カ所試験地

委託販売型総合フリマ開催
　いろんなものがあります。遊びに
来てみて！ご期待にお応えします。

�日時／月曜日～金曜日
　　　　　　　15：00～ 19：00
　　　　土曜日  9：00～ 15：00

もったいないを
フリーマーケットに
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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7/1（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 2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、川口先生平成 19年 12月生まれの方1歳 6か月児健康診査3（金）

12：45～ 13：15佐藤（俊）先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）7（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
8（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

  9：15～   9：45平成 20年 7月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

10（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
15（水）

12：45～ 13：15森川先生、佐藤（秀）先生平成 18年 1月生まれの方3歳 6か月児健康診査

12：45～ 13：15内田先生平成 19年 3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）

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）24（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）

27（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付29（水）

12：45～ 13：15村川先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）31（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付8/5（水）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 20年 1月生まれの方1歳 6か月児健康診査7（金）

  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

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-3563大河原村上歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1123大河原安藤医院7/5

52-1563大河原もり歯科クリニック83-2172村　田善積医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック12

54-5005船　岡こや歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院52-2777大河原平井内科19

83-4395村　田大沼歯科医院52-3115大河原かわち医院51-5355大河原さくら小児科20

83-2061村　田吉田歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科83-6061村　田村田内科クリニック26

57-1918船　岡よしだ歯科医院51-1502大河原大河原整形外科83-2445村　田中核病院村田診療所8/2

55-5126船　岡和野歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所53-1460大河原甘糟医院9

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

※ 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。

　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？事前予約は不要です。当日直接会場にお

越しください。

�日時／ 7月 17日（金）9：30～ 11：30　　　�受付時間／9：20～ 9：30

�場所／保健センター

�内容／みんなで妊娠・出産について語ろう！おなかの赤ちゃんに手紙を書いてみよ

　う！先輩ママの出産体験談など

�対象／妊婦および家族の方　　　�持ち物／母子健康手帳、筆記用具
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