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お知らせ版
平成21年12月1日

広報しばた・お知らせ版・第641号・柴田町役場まちづくり推進課・柴田町船岡中央2丁目 3-45（� 55-2278）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

�募集対象者／柴田町在住（ケア・マネージャーを除く）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雇用された方は除く）

�雇用期間／平成22年 1月 5日～平成 22年 3月 31日

�職種及び業務内容／

　平成21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遵守されま

すので、正確なご記入をお願いします。

http://www.meti.go.jp/statistics/

■問  企画財政課　� 54-2111

�勤務条件／

○勤務時間　　月曜日～金曜日　8：30～ 17：15

（1日 7時間 45分勤務）月 20日程度

ただしケア・マネージャーは9：00～ 17：00

（1日 7時間勤務）

○賃金　　　　日額　5,813円（時間給 750円）

　　　　　　　ただしケア・マネージャーは日額7,700円（時間給 1,100円）

○社会保険は勤務条件により加入いたします。

�申込期間／

○12月 1日（火）から12月 11日（金）まで

　　（受付時間：8：30～ 17：00　土、日を除く）

○募集人員に満たない場合は、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　　①市販の履歴書（写真添付）

②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

�選考方法／

　○書類審査のほか面接を行います。（詳細は申し込み時に連絡します。）

■問  総務課　� 55-2111

応 募 資 格職 務 内 容募集人員職　　　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

2人施設環境整備労務

ケア・マネージャー
有資格者

町の介護保険利用者へ
の申請説明、介護保険
サービス窓口業務、ケ
アプランの点検など

1人ケア・マネージャー

柴田町臨時職員を募集します
（緊急雇用対策）

　江戸中期から現代までの教科書や小
学校の移り変わりにスポットを当てた
「小学校の変遷と教科書展」を開催し
ます。江戸時代の寺子屋から、明治に
開校した町内各小学校の変遷を年表や
写真で展示します。また、児童の人間
形成と深いかかわりのある小学校生活
を、時代の流れとともに教科書はじめ、
教材や学用品、写真パネルなどで展示
紹介します。
�会期／ 1月 31日（日）まで
�開館時間／ 9:00 ～ 16:30
�入場料／大人200円　高校生100円
　（20名以上で団体割引有）

　
　自分で作った飾りで良いお正月をお
迎えください。親子での参加もお待ち
しています。
�日時／12月19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

小学校の変遷と教科書展

しめ縄作り体験学習
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柴田町民合唱団（男性）のメンバー募集
　平成 22年成人式典のアトラクショ

ンとして、町民合唱団による合唱を実

施します。現在、男性パートを募集し

ています。人生の晴れの舞台で合唱し

てみませんか？

�練習日時／
　12月 20 日（日）19：00～ 21:00

　12月 23 日（水）13：00～ 15:00

�練習場所／槻木生涯学習センター
�曲目／柴田町民歌、大地讃頌
�申込期限／ 12月 18日（金）

　柴田町では、平成 22年成人式典の

ボランティアを募集しています。一生

に一度しかない人生の門出づくりに、

ぜひご協力ください。

�内容／着物の着くずれ直しなど
�申込期限／ 12月 25日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　平成21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　○

　そのほか、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　○そのほか、特別な事由がある

　場合は、本町出身者も顕彰の対象

�推薦締切日／ 1月 6日（水）
※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。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

�日時／12月29日（火）9：00～14：00
�場所／みやぎ仙南農業協同組合
�内容／正月用切り餅予約承ります。と
　ん汁サービス（先着 200名様）。お買い
　上げ金額に応じたクジ引きもあります。
※問い合せは、営業日の 10：00～ 13：00

■問  産直会ふうど　�080-1830-1658

　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 6-1 号（2K）
　　　　　　②槻木駅前 301号（4DK）

�家賃／入居者の収入額・家族構成など
　によって異なります。

�申込方法／都市建設課または槻木事務
　所にある所定の入居申込書などに必要

　書類を添付の上お申し込みください。

�受付期間／12月1日（火）～14日（月）
　8：30～ 17：15　※土・日・祝日を除く

�申込場所／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

【1次試験】

�日程／平成22年 1月 31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22年 2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（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】

　12月 1日（火）～25日（金）まで（土・日・祝日を除く）

【受付時間】

　8：30～ 17：15（総務課にて）　郵送の場合は、12月 25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 

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

昭和49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 22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

2人程度保　健　師
（大学卒業程度）

上　級

昭和59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 22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

2人程度保　育　士
（短期大学卒業程度）

中　級

町営住宅入居者募集

成人式典ボランティア募集
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仙南地域職業訓練センター

クリスマス料理教室参加者募集

　母子父子家庭などの方々が生活上抱え

ている諸問題について、弁護士による特

別相談を無料で実施します。一人で悩ま

ずに、お気軽に相談してください。

�日時／ 2月 17日（水）

　13:00 ～ 14:00

�場所／県仙南保健福祉事務所（大河原

　合同庁舎内）

�内容／母子父子家庭の方々が抱える、

　さまざまな相談に応じます。

�相談料／無料（事前予約が必要です）

■予 ■問  仙南保健福祉事務所母子・障害班
　� 53-3132

�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。

�申込期限／12月 11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

�日時／12月16日（水）10：00～11：00

�場所／子育て支援センター

�対象／就学前のお子さんと保護者

�募集人数／親子 50組

�申込期限／ 12月 11日（金）

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

�開会日時／12月11日（金）10：00（予定）

�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 11日　町政報告等

　　　　 14日、15日、16日　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

　月間予定表と日記、統計資料、仕事や

生活に役立つ資料などが掲載されていま

す。

�販売期間／12月18日（金）まで

　9：00～ 17：00（土・日・祝日を除く）

�販売場所／企画財政課、槻木事務所

�販売価格／ 500円 ( 消費税込 )

�規格／ 17.5�× 8.8�　
※予約の必要はありません。

■問  企画財政課　� 54-2111

平成22年版 みやぎ手帳の販売
親子るんるんコンサート
～ピアノと一緒にうたって遊ぼう♪～

講　　座　　内　　容日時・受講料講　座　名

シェフと一緒にクリスマスやお正月
に手軽に出来るおもてなし料理を作
ります。
メニュー：オイスター“カーク・パト
リック”、鮪のタルタル、キッシュ
“ローレヌ風”、フィレポークのハム・
チーズ詰めサラダ添え、デザート

12月 21日（月）
10：00～ 13：00

受講料：2,800 円

手軽に作れる
おもてなし料理
募集人数：16人

パティシエと一緒にクリスマスケー
キ作りに挑戦してみませんか？ダッ
クワーズ生地に生クリームと栗を
使ったクリスマス・モンブランケーキ
を作ります。

12月 18日（金）
10：00～ 13：00

受講料：2,000 円

パティシエと作る
クリスマスケーキ
募集人数：16人
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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
12月13日（日） 9:00～16:00
12月27日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
12月 6 日（日） 9:00～16:00

12月20日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
12月13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（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／12 月17 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

1
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

�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／ 12月 20日（日）  毎月第 3日曜日

○…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 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火

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

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 1 日（火）佐藤由美子

生　　活
12月 8 日（火）飯渕　紀子

12月15日（火）近江　宣男

12月22日（火）山本登紀子

■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
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

12月 2 日（水）渡邊みち子

人　　権 12月 9 日（水）木島　基子

12月16日（水）桂川　クメ

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
12月11日（金）大友　勝彦

人　　権
12月25日（金）佐久間捷哉
12月25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

　訪問販売は不意打ち性があり、勧めら

れるままに契約してしまい思わぬ被害を

受けることがあります。

　勧誘が始まってしまうと断ることが難

しく、言葉巧みな話術に乗せられたり、

数時間も粘られたあげく、最終的に契約

してしまうケースが多く発生しています。

　必要無いものはきっぱり断りましょう。

失敗したなと思ったらすぐご相談くださ

い。

■問  消費生活相談（町民環境課内）
　� 55-2113

　「契約トラブル」「悪質商法」「敷金返還問題」「多重債務」など消費生活に関するこ

とで悩んでいることはありませんか？

　弁護士による無料相談会を開催しますので、お気軽にご相談ください。

�日時／ 12月 19日（土）10:00 ～ 15:00　　　�場所／しばたの郷土館
�定員／8人（事前予約制）
�予約受付期間／12月 1日（火）～ 10日（木）　8:30 ～ 17:15（土・日を除く）

■予 ■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／ 12月 8日（火）、22日（火）
　10：00～ 11：30

�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴
　田店となり）

�対象／ 0歳児～未就園児を持つ親子
�持ち物／おてふき、飲み物など
�参加費／無料
　おもちゃや絵本で自由に遊んだり、お

母さん同士のお友だち作りや子育てを楽

しめるように応援します。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）。

■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるり
ん（水戸）　

�日時／ 12月 5日（土）14：00～ 19：00　　　�場所／ JR船岡駅前広場
�内容／柴田町出身アーティスト　水戸真奈美Live（17：15）
　柴田よさこい美翔連、ＫＡＧＡＹＡＫＩ柴田町商工会女性部、ＪＡＮＢＡＲＩ

　船岡放課後児童クラブ、豚汁（16：30　数に限り有り）、点灯式（17：00）、ストリー

　トバンドなど

■問  しばた光のページエント実行委員会事務局（柴田町商工会）� 54-2207

…10:00 ～ 11:00 までイベント実施中のためＢ面の一部利用不可

訪問販売　契約は慎重に！
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第32回仙南地区

自作視聴覚教材発表会作品募集

　国民年金保険料は、被保険者本人だけ

ではなく、その世帯の世帯主および配偶

者も連帯して納付する義務があり、ご家

族の国民年金保険料を納付した場合は、

その納付額の全額が納付した方の所得税

などの控除対象になります。1月から

12月までの間に納付した保険料が申告

の対象になりますので、未納になってい

る保険料があるときは年内に納付するよ

うにしましょう。

　申告の際には納付した国民年金保険料

額を証明する書類が必要です。11月初

旬に送付されている「社会保険料（国民

年金保険料）控除証明書」には、その年

の1月から9月末までの間に納付された

保険料額と、年内に納付が見込まれる場

合の見込み額が記載されます。あとから

納付した保険料がある場合には、納付し

た際の領収証書を添付して申告してくだ

さい。

　詳しいお問い合わせは、国民年金保険

料の納付については社会保険事務所の国

民年金業務課へ、｢社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書 ｣については、控除

証明書専用ダイヤル「0570-070-117」

（ＩＰ電話からは「03-6700-1130」）へ。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

高齢者のランチを楽しむ会
「焼肉」ランチ会

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／ 12月 8日（火）・22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／ 12月 8日（火）・22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
　疾病対策班　� 53-3121

　自作視聴覚教材には、市販教材からは

得られないものがあります。この機会に、

ぜひ出品してみませんか？なお、当日、

視聴だけの参加もできます。

�日時／ 1月 14日（木）9:00 ～ 15:30
�場所／仙南広域視聴覚教材センター
　（大河原町）

�出品部門／学校教育部門、社会教育部
　門、コンピューター学習ソフト部門

�対象／仙南地域在住者、勤務者
�応募締切／ 1月 8日（金）
　詳細については、仙南広域視聴覚教材

センターホームページ（http://www.az9.

or.jp）をご覧下さい。

■申 ■問  仙南広域視聴覚教材センター
　� 52-3433

　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／12月14日（月）15：00～16：00、
12月26日（土）10：30～11：30

�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央 2丁目）

■問  庄司　
　 小塩　

　国の「多重債務相談強化キャンペーン」

の一環で、弁護士や司法書士などが多重

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。

�日時／12月18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（事前予約制）
�予約受付期間／
　12月 7日（月）～ 11日（金）

■予 ■問  県消費生活・文化課相談啓発班
　� 022-211-2524

　英語と一緒に異文化研究、文化を科学

の眼で考える力、プレゼンできる力を体

験します。

�日時／ 12月 22日（火）、24日（木）、
　25日（金）10：30～ 13：30（利用施設
　の状況により変更あり）

�場所／しばたの郷土館ほか
�参加費／ 9.000 円（受講料 6,000 円、
　教材・実習体験費 3,000 円）

�対象／小学 5年生～中学 2年生
※課題があります。

�募集人数／ 8人
�申込方法／氏名・学校・学年・興味の
　ある国・連絡先をご記入いただきＦＡ

　Ｘでお申し込みください。

�申込期限／ 12月 11日（金）

■申 ■問  Pluto 事務局（田沢）
　（平日10：30～ 15：30）

　大好評の高齢

者ランチ会。

　今回の会はみ

んなで「焼肉」

を食べます。毎

月 1回おしゃべ

りをしながら楽しくお肉を食べて元気に

なりましょう。

　町内にお住まいの方ならどうぞ。

�日時／12月9日（水）11：30～13：00
※毎月第 2水曜日開催

�場所／焼肉レストラン「都」
　船岡中央 3-17-12

�対象／ 65歳以上で現地に集合できる
　方ならどなたでも

�募集人数／ 4人　
�食事代／焼肉セット 890円（実費）
�申込期限／ 12月 7日（月）

■申  小丸　

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

国民年金保険料は納めた方の
税金の控除対象になります

Pluto　クラブ・かたりすと

総合学習講座Vol.1
しばた地域受講生募集
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ステンドグラス教室

（社）柴田町シルバー人材センター
会員募集

60歳以上の方
　就業・互助会活動を通じて、いきいき

元気に輝いてみませんか？シルバーは

「共働・共助」のもと、高齢者にふさわ

しい仕事を引き受け、提供しています。

女性大歓迎です（就業・互助会活動例）
仕事：家事援助、屋内清掃、除草など

活動：手芸製作、民謡、ダンスなど

詳しくは事務局までお問い合わせくださ

い。

■問  （社）柴田町シルバー人材センター　
　� 58-7400

　2月に開催する男女共同参画フォーラムの時に、会場に展示する一行詩、川柳の募
集をします。なお、入賞者は表彰します。
�課題／男女がともに認め合い助け合うこと
�募集期間／12月 17日（木）必着
�一行詩／ 一行の文字数、行数は自由です。現在の言葉で書いてください。
�川柳／五、七、五でまとめてください。
　様式は自由です。住所、氏名、電話番号を記入の上、まちづくり推進課、各生涯学
習センター、槻木事務所に提出してください。メール、ＦＡＸでも受け付けています。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278　� 55-4172
　メールアドレス　produce@town.shibata.miyagi.jp

�日時／12月17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。

宮城県行政書士会
　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所  

　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。

�日時／12月18日（金）13：30～15：00
�会場／サンシャイン青葉
�入場料／無料
�講師／東北工業大学ライフデザイン学
　部　田中礼治　教授

　住宅耐震診断士による住宅の無料相談

会も下記会場にて開催します。詳しくは

商工会までお問い合わせください。

　① 12月 10日（木）9：00～ 12：00
　　柴田町役場ロビー

　② 12月 17日（木）9：00～ 12：00
　　柴田町商工会館

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　メタボ予防講演会を開催します。

�日時／12月5日（土）14：00～16：00

�開場時間／ 13：40

�場所／大河原駅前コミュニティセンタ

　ー「オーガ」

�内容／講話「糖尿病をはじめとする生

　活習慣病を予防するために」

　講師：東北大学病院糖尿病代謝科医師

　　　　山口　賢氏

�参加費／無料

■申 ■問  健康福祉課　� 55‐2160

　たくさんの方から

募金をいただき、今

年もメタセコイヤが

光の衣につつまれま

す。ぜひ、足をお運

びください。

 点灯期間
　12月 12日（土）～
　　　1月 11日（月）
　16時 30分～ 0時 45分

■問  メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木
　駅2009実行委員会事務局（槻木生涯
　学習センター内）� 56-1997

　お正月に飾れる赤竹のパネルを作りま

す。

�日時／12月18日（金）13：00～16：00

�場所／船岡公民館

�募集人数／ 20人（先着順）

�参加費／ 3,500 円

�持ち物／軍手、エプロン、はさみ、新

　聞紙一日分

�申込期限／ 12月 14日（月）

■申 ■問  吉田　

　平成22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21年1
月2日以降に新築、または増築されたもの）
の調査を実施しています。調査員が伺い
ますので、ご協力をお願いします。また、
ご希望の調査日がありましたら税務課ま
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
建物の滅失を確認します。取り壊した建
物につい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
にあります。

■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

男女共同参画フォーラム inしばた2010の

一行詩、川柳の募集をします

当初予定しておりました点灯イベント・

中間イベントは、インフルエンザ蔓延防

止のため、残念ながら中止となりました。
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　仙台大学の学生が繰り広げる楽しいス

テージイベントをぜひご覧ください。

�日時／ 12月 20日（日）13:00 開演
�会場／槻木生涯学習センター 入場無料

■問  仙台大学レクリエーション部
　FLOWER実行委員会・岡村
　

　暗やみ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、小さなお子様

も楽しめます。

�日時／ 12月 25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：こんな時どうす
　る？「危険から身を守る」、劇場版「超・

　仮面ライダー電王＆ディケイド」

　午後の部：こんな時どうする？「ルー

　ルとマナー」、映画「ヤッターマン」（実

　写版）

�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

　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえ

るお茶会を冬休みに開催します。「クリ

スマス茶会」と「初釜」です。和室での

作法を学びながら楽しく体験してみませ

んか。

�日時／ 12月 24日（木）、1月 7日（木）
　13：00～ 15：00の 2回コース

�場所／船迫生涯学習センター
�対象／町内小学 5年生～中学生
�募集人数／ 15人
�参加費／お茶・菓子代実費（2 回で
　1,000 円）

�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／ 12月 19日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　平成 22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登録して

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。

○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／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 18日（金）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　「お正月は着物で過ごしてみたい」「自

分で着物を着られたらいいな」と思いの

方、参加しませんか。成人式を迎えられ

る方も大歓迎です。

�日時／ 12月 19日（土）・26日（土）
　13：00～　計 2回

�場所／船迫生涯学習センター
�対象／大人から子どもまで（男女問わず）
�募集人数／ 20人
�参加費／無料
�持ち物／着物、帯、紐（5本）、着物用
　下着一式、長襦袢、帯枕、帯上げなど

�講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）
�申込期限／ 12月 12日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　道路改良工事に伴い、下記のとおり車

両通行止となります。なお工事期間中は

交通誘導員を配置し、また迂回路看板な

どを設置して円滑な誘導に努めますので、

ご理解ご協力をお願いします。

�交通規制／車両通行止（昼夜間）
�期間／ 12月中旬～ 3月末日
※路線が変更になる場合があります

　

■問  都市建設課　� 55-2121

　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18日（月）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 12月 28日（月）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　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／ 12月 12日（土）
　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

　冬季期間の水道の凍結や破裂防止のた

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 1日から

3月 10日まで停止いたします。停止期

間中は不便になりますが、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

仙台大学レクリエーション部

　日ごろ、仙南地区の児童館や小学校、福
祉施設を訪問し、レクリエーション活動を
展開。このイベントは、地域の方たちとの
交流、青少年への社会教育の場を提供する
目的で、年に一度、部員が企画・運営して
いるステージイベントです。

臨時保育士・児童厚生員 お正月に着物を着よう

冬休み体験茶会

　  道路工事により　　
　  交通規制となります

公園の水道施設の
停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止について
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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12/2（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 7月生まれの方4か月児健康診査3（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 20年 5月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）4（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
9（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）

  9：15～   9：45平成 20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）

11（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）

14（月）

12：45～ 13：15吉田先生平成 19年 8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）

15（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
16（水）

12：45～ 13：15小島先生、玉野井先生平成 18年 6月生まれの方3歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）18（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）22（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付1/6（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 8月生まれの方4か月児健康診査7（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 20年 6月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）8（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
13（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玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）14（木）

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

15（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

55-0970船　岡船岡中央歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科57-2310船　岡しばた協同クリニック12/6

56-5112槻　木さとう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1058大河原日下内科医院13

84-4851川　崎西村歯科医院83-2172村　田善積医院55-1702船　岡太田内科20

52-1080大河原はせ歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院52-1123大河原安藤医院23

55-4025船　岡歯科ヒライ52-3115大河原かわち医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック27

56-1853槻　木おたべ歯科クリニック54-1034船　岡船岡今野病院54-2316船　岡村川医院29

53-2134大河原小田部歯科医院52-3115大河原かわち医院53-5151大河原さくら内科消化器科30

84-2266川　崎山家歯科クリニック51-1502大河原大河原整形外科52-1123大河原安藤医院31

57-2120船　岡大友歯科医院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1/1

53-2555大河原えんどう歯科医院56-1451槻　木乾医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック2

57-1818船　岡内田歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院56-1012槻　木玉渕医院3

53-4390大河原スエヒロデンタクリニック54-2244船　岡永沼整形外科52-2777大河原平井内科10

53-3563大河原村上歯科医院51-3741大河原庄司クリニック51-5355大河原さくら小児科11

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。

※ 新型インフルエンザ感染予防のため、上記事業の対象者で風邪気味の方および発熱している方のご来場はご遠慮ください。
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