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�日時／1月18日（月）10：00～11：00
�場所／子育て支援センター
�内容／「子どものことばの発達」
�講師／言語聴覚士　鈴木和子氏
�対象／子育て中の方
�募集人数／ 20人（託児あり）
※託児を希望の方は、早めに受け付けを済
　ませてください。

�申込期限／ 1月 15日（金）

�日時／1月22日（金）9：45～11：00
�場所／船迫公民館
�対象学区／船迫小学校区
�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。

�日時／1月25日（月）10：00～11：00
�場所／子育て支援センター
�対象／1歳半～就学前のお子さんと
　保護者

�募集人数／親子 20組
�申込期限／ 1月 22日（金）

　大切な3歳児の1年間を仲間と一緒

に楽しく過ごしませんか？同年齢のお

子さん、保護者同士の触れ合いで「の

びのび・いきいき」の子育てを！

�活動期間／平成22年4月～平成23年
　3月（毎週第 1・第 3木曜日の午前中）

�活動場所／子育て支援センター
�内容／柴田町子育て支援ネットワー
　クが支援する育児自主サークルです。

�対象／平成19年4月～平成20年 3
　月生まれのお子さんと保護者

�募集人数／ 30組程度
�参加費／無料（一部実費負担あり）
�申込期限／ 1月 29日（金）

　

　未就学のお子さんを持つ保護者の方

の子育てを応援するボランティアです。

家庭教育に関心を持ち、子育て中の親

子を支援したいと思っている方、子ど

もとの触れ合いが好きな方大歓迎です。

�活動場所／柴田町内
�内容／年間約 20回の活動
�応募資格／年齢・性別・資格・経験
　は問いません。
※活動については、研修会を実施します。

�申込期限／ 1月 29日（金）

　町民の生命、財産を守る柴田町消防団、

交通指導隊、防犯実動隊、婦人防火クラ

ブ連合会の合同による行進と式典が行わ

れます。沿道での声援、式典の参観をお

願いします。　※雨天時は中止になります。

�日時／ 1月 11日（月）9：45～

�場所／船岡小学校校庭

�分列行進／船岡銀座通り 9：20

 サイレンが鳴ります

○ 1回目 7：00　○ 2回目 7：20

■問  総務課　� 55-2111

�日時／ 1月 24日（日）9：00～

�場所／槻木生涯学習センター

�種目／囲碁の部、将棋の部

�対象／町内に在住または勤務の方

�募集人数／各 50人（先着順）

�参加費／ 1,000 円

�申込期限／ 1月 15日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　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／ 2月 16日（火）、24日（水）

　10：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 1月 29日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

親子でリトミック！

第5回るんるん子育て講座

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

3歳児まなびサークル

さくらんぼうメンバー募集！

柴田町子育てサポーター募集

新春囲碁・将棋大会
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　新成人の皆さん、おめでとうございます。20歳になると義務として国民年金に加
入しないといけないこと、ご存知ですか？国民年金は、老後はもちろん、けがや病気
などで収入が途絶えても、誰もが安定した生活を送れるように社会全体で支え合う制
度です。「年金なんてまだまだ先のこと」と思われる方もあるかもしれませんが、老後
にきちんと年金を受け取るためには、20歳のうちから保険料を納付していくことに
なっています。また、万が一突然の事故で、障害や死亡といった事態に遭ってしまっ
たとき、自身や家族の経済的な支えとなる年金を受け取るためにも、普段からきちん
と保険料を納付していくことが大切です。
生活を支える3つの基礎年金
　�老齢基礎年金→老後の暮らしの保障
　�障害基礎年金→けがや病気により障害が残ってしまったときの保障
　�遺族基礎年金→子を残して一家の働き手が亡くなってしまったときの保障
　国民年金の加入者（被保険者）は、職業などによって3種類に分かれていて、保険
料の納付方法も異なります。
�第1号被保険者→学生、フリーター、自営業者、農業従事者などとその配偶者
�第2号被保険者→会社員、公務員などの厚生年金保険、共済組合の加入者
�第3号被保険者→第2号被保険者に扶養されている妻（または夫）
　このうち、第1号被保険者になる方は、給料から天引きされる会社員などと異なり、
自分で保険料月額14,660 円（平成 21年度）を納めなくてはいけません。加入の手
続きをとると、納付書が送付されますので、銀行や郵便局、コンビニエンスストアな
どの窓口で支払うか、口座振替などの方法で納付します。もし収入が無く納付が困難
なときは、申請により保険料の納付が免除や猶予される制度があります。また、学生
の方には「学生納付特例」という制度があります。納付が難しいときは、未納のまま
にせず、必ず年金事務所などにご相談ください。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113

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
1 月24日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
1 月17日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
1 月10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／1 月19 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／1 月20 日（水） 19:00
場所／船岡公民館

2
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／ 1月 17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。
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○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

1月12日（火）佐藤由美子

生　　活 1月19日（火）飯渕　紀子

1月26日（火）近江　宣男

■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

1月 6 日（水）渡邊みち子

人　　権 1月13日（水）木島　基子

1月20日（水）桂川　クメ

1月27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

1月 8 日（金）大友　勝彦
人　　権

1月22日（金）佐久間捷哉

1月22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

※ 1月 30日（土）、31日（日）　東北室内選手権水球競技大会（29日は大会準備のためプール利用は 18：00までとなります）
　 1 月 30日（土）　トレーニング室 施設利用時間 9:00 ～ 18:45 となります。

　平成22年 2月 1日現在で、すべての農林業関係者を対象に「2010年世界農林業
センサス」が実施されます。この統計調査は、今後の農林業の政策に役立てるために5
年ごとに実施される極めて大切な調査です。1月下旬から農林業を営んでいる皆さま
のところに調査員が伺い、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いします。調
査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されませんので、ご協力
をお願いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

2010年世界農林業センサスにご協力ください
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　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、新

たに成人になる「はたち」の皆さんのご理解とご協力をお願いします。「はたち」の記

念に献血をしてみませんか。また、冬季は血液が特に不足する時期です。下記の日程

で献血車が来町しますので、皆さんの温かいご協力をお願いします。

　町内歯科医による無料歯科健診や簡単に作れるおやつの試食など「妊婦と産まれて

くるお子さんの歯の健康づくり」を目的に開催します。

�日時／ 1月 26日（火）10：00～ 11：30　　　�受付時間／9：30～ 9：50
�場所／保健センター1階　　　�募集人数／妊婦15人（先着順）
�持ち物／母子健康手帳　　　�申込期限／1月 22日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　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？申し込みは不要です。当日直接会場にお

越しください。

�日時／ 1月 18日（月）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／妊婦および家族の方　　　�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康福祉課　� 55-2160

　麻しん（はしか）・風しんの発生予防とまん延防止のためには、麻しん風しん予防接
種を2回受けることが重要となります。対象者は、1回目は 1歳のお子さん（1期）
で、2回目は年長組相当のお子さん（2期）と中学 1年生相当の方（3期）と高校 3
年生の方（4期）です。2期、3期、4期の方は、有効期限は平成22年 3月 31日ま
でになります。その期間を過ぎると有料になりますので、早めに指定医療機関で受け
ましょう。
　また、麻しん風しん予防接種のあとにほかの予防接種を受ける場合は、27日以上の
間隔をあけてください。なお、インフルエンザ予防接種のあとに受ける場合は6日以
上の間隔をあけてください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

�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

場　　　所受　付　時　間実 施 日

ヨークベニマル柴田店駐車場10：00～ 12：00、13：00～ 16：001月 10日（日）

マックスバリュ柴田店駐車場14：00～ 16：301月 30日（土）

柴田町役場13：30～ 16：002月 3 日（水）

ヨークベニマル柴田店駐車場10：00～ 12：00、13：00～ 16：002月 14日（日）
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平成22年度放課後児童クラブ登録児童募集
　保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童を対象に、次の各放課後児童クラブで遊びを主とした健全育成活動を行います。

○槻木放課後児童クラブ（槻木小学校内）　○船岡放課後児童クラブ（船岡小学校内）　○船迫放課後児童クラブ（船迫小学校内）

○東船岡放課後児童クラブ（船岡生涯学習センター内）　○西住放課後児童クラブ（西住公民館内）

�対象／町内の各小学校に在籍する1～ 3年生で、昼間保護者が留守となる家庭の児童
�募集人数／各放課後児童クラブ60人（西住放課後児童クラブは30人）　　　�保育料／月額3,000円
�申込方法／各放課後児童クラブにある申請書にて、直接放課後児童クラブにお申し込みください（西住放課後児童クラブは、西
　住児童館が窓口です）。

�申込期間／1月 16日（土）～30日（土）
�受付時間／月～金曜日13：00～ 18：00（西住放課後児童クラブは8：30～ 17：15）、土曜日8：30～ 12：00

■申 ■問  槻木放課後児童クラブ　� 58-7108　船岡放課後児童クラブ　� 59-3330　船迫放課後児童クラブ　� 58-2637
　東船岡放課後児童クラブ（三名生児童館）� 55-1470　西住放課後児童クラブ（西住児童館）� 52-3703

�募集人員／4歳児　1人
�入園資格／町内在住の平成17年 4月 2日から平成18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。
�受付期間／1月 5日～ 13日（土・日曜日・祝日を除く）
※応募が複数の場合は、抽選となります。応募がない場合は、その後随時入園となります。

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　地場産そば粉を使用した、太陽の村の

そば打ち教室は、そば打ちの技を磨くの

に最適です。

�日時／ 1月 9日（土）、23日（土）
　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）
�持ち物／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

　ＴＢＣ東北放送ラジオの人気番組「亜

ＫＩＲＡのハートフルデイ（毎週日曜日

午前 10時 40分放送）」パーソナリティ

として活躍中の亜ＫＩＲＡさんを迎えて

のトーク＆ライヴ。参加は無料です。

�日時／ 1月 28日（木）18：00～
�場所／サンシャイン青葉
�募集人数／ 100人（事前予約制）
�予約受付開始日／ 1月 15日（金）から
　8：30～ 17：30（土・日曜日を除く）

■予 ■問  柴田町商工会　� 54-2207

　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／1月20日（水）10：30～11：30
�場所／船岡公民館

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

　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／1月11日（月）15：00～16：00、
　1月 23日（土）10：30～ 11：30
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央）

■問  庄司、小塩

　ダンスやスポーツの種類、所属組織の

枠を超えて、子どもからお年寄りまで参

加できるイベントです。当日、会場にい

らっしゃる方も飛び入り参加できる客席

との交流プログラムもあります。ご来場

をお待ちしています。入場は無料です。

�日時／ 1月 23日（土）14：00～
�場所／えずこホール

■問  ｢DAN DAN DANCE｣ 実行委員会
　� 55-1121

　茶道には、普段の生活に生かしたくな

るような立ち居振る舞いがたくさんあり

ます。また、「もてなす心」と「思いやる

心」が交じり合う「茶の湯」に触れるこ

とにより、和室での美しい所作と和の心

を身に着けます。最終日は、しばたの郷

土館「如心庵」で本格的なお茶会を実施

します。

�日時／1月15日（金）、22日（金）、29
　日（金）の計 3回　13：00～

�場所／船迫生涯学習センター
�対象／町内成人
�募集人数／ 15人
�参加費／お茶・菓子代実費
　（3回で 2,100 円）

�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／ 1月 9日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

柴田町立第一幼稚園22年度入園児追加募集

柴田町商工会女性部新春講演会

「願い続けてこそ初めて叶う夢」
太陽の村

本格そば打ち教室

和を学ぶ

普段着のお茶教室
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�日時／申込者に後日通知します。　　　�配布樹木／キンモクセイ（80�程度）
�対象／平成21年 1月 1日から 12月 31日までに住宅を新築し居住されている方
　（増改築・賃貸家・アパート・事務所を除きます）。

�申込方法／電話またははがき（新築した住所・氏名・電話番号を記入）によりお申
　し込みください。

�申込期限／1月 31日（日）当日消印有効

■申 ■問  柴田町緑化推進委員会事務局（地域産業振興課内）　� 55-2122
　〒 989-1692　柴田町船岡中央2-3-45

　平成21年 6月 24日、「農地法の一部を改正する法律」が公布され、平成21年 12

月 15日に「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法などが施行されまし

た。新たな農地制度とは、①これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するとと

もに、②農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用することをねらいとしてい

ます。

改正のポイントは…

「農地を貸したいんだけど…」　　農地の貸借規制が緩和されます！
●農地を利用できる者の範囲が拡大されます（一定の要件を満たす必要があります）。

　農地の借り受け者の範囲

　（改正前）「農作業常時従業者・農業生産法人」＋（改正後に追加）「農作業常時従業

　者以外の個人・農業資産法人以外の法人」

●市町村などが農地所有者から委任を受け代理して担い手に貸付などを行う事業が新

　設されます。

「耕作しないでいると…」　　遊休農地に対する指導が強化されます！
●すべての遊休農地が指導の対象となります。

●農業委員会が、年1回農地の利用状況を調査します。

●遊休農地の所有者に対しては、農業委員会が指導・勧告などを行います。

「許可なく転用してしまうと…」　　違反転用に対する罰則が強化されます！
●違反転用などに対する処分・罰則が強化されます。

●都道府県知事などによる行政代執行制度が創設されます。

　

「農地を相続する場合は…」　　農業委員会への届出が必要になります！
●相続などによって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ届け出が必要にな

　ります。

●届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることに

　なります。

新たな農地制度について、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

■問  農業委員会　� 55-2117

平成 21年に柴田町内に住宅を新築された皆さまに

キンモクセイを無料配布します

改　正　後改　正　前事　項

3年以下の懲役または300万
円以下の罰金
（法人は 1億円以下の罰金）

3年以下の懲役または300万
円以下の罰金
（法人は300万円以下の罰金）

①違反転用

3年以下の懲役または300万
円以下の罰金
（法人は 1億円以下の罰金）

6カ月以下の懲役または 30
万円以下の罰金
（法人は 30万円以下の罰金）

②違反転用におけ
　る原状回復命令
　違反

農地制度が変わります！

�期間／ 1月 16日（土）～ 17日（日）
①竹細工に挑戦しよう（要予約）
　　簡単な竹かごを作ります。

�日時／1月17日（日）10：00～14：00
�参加費／ 1,000 円

②餅つき体験
　　ついた餅は、その場で試食します。

　木の枝に餅を刺すだんご刺しも体験し

　ます。

�日時／ 1月 16日（土）、17日（日）
　　　　11：00～

�参加費／入館料のみ（350円）
③バードケーキ作り
　　小麦粉で簡単な鳥用ケーキを作ります。

�日時／ 1月 16日（土）、17日（日）
　　　　10：00～ 14：00

�参加費／入館料のみ（350円）
④常設クラフトコーナー
　�参加費／ 300円

■申 ■問  宮城県蔵王野鳥の森自然観察セン
　ター　� 0224-34-1882

　二本杉町営住宅団地内の道路改良工事

に伴い、下記のとおり車両通行止めおよ

び片側交互通行となります。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、ご理解とご協力をお願いします。

■問  都市建設課　� 55-2120

期　間交通規制

1月上旬～　
　3月 25日

車両通行止め
（昼夜間共）

①

1月下旬～　
　3月 25日

車両通行止め
（昼夜間共）

②

2月中旬～　
　3月 25日

片側交互通行
（昼夜間共）

③

迂回路（まわり道）

道路工事道路工事によりにより　　

交通規制交通規制となりまとなりますす
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�日時／ 1月 16日（土）、30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

　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」を開催しています。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。また、昭和 62年春に小学校に入
学した児童（今年度 30歳になる）の写真も展示紹介しています。
�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人以上で団体割引有）

　平成 22年さくらまつり期間中に郷土館を利用して、作品などの展示発表する
方や愛好会・団体などを募集します。※既に申込された方は、必要ありません。
�展示期間／ 4月 9日～ 4月 25日（予定）　　　�申込期限／ 1月 16日（土）

1月のトンボ玉体験会

平成22年さくら回廊作品など出展者を募集

　さまざまな立場でかかわっている人同

士が認知症の基本について一緒に学ぶ講

座の最終回です。

�日時／1月27日（水）13：00～15：00

�場所／地域福祉センター

�内容／介護保険制度を上手に使いなが

　ら介護を続ける秘訣についての講義と

　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

�参加費／無料

�申込期限／ 1月 20日（水）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

■問  健康福祉課　� 55-2159

おむつ費用の医療費控除
○ねたきり状態にある方で、おむつの使用が
必要と医師に認められた方は、当該医師が証
明する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領
収証」を確定申告書に添付することで、医療費
控除の対象になる場合があります。
○介護保険の要介護認定を受けている方で、
この控除を受けるのが2年目以降の確定申告
では、医師が証明する「おむつ使用証明書」の
代わりに要介護認定に係る「主治医意見書の内
容を確認した書類」または「主治医意見書」の
写しを使用することができます。必要な方は、
介護保険班に確認の手続きをしてください。
　ただし、主治医意見書にて以下の2点が確
認できた場合に限ります（確認できない場合
は、医師が証明する「おむつ使用証明書」が必
要になります）。
①　ねたきり状態にあること
②　尿失禁の発生の可能性があること

要介護認定者の障害者控除
○精神や身体に障害のある65歳
以上の方は、身体障害者手帳や精
神障害者保健福祉手帳などの交
付を受けていない場合でも「身体
障害者に準ずる高齢者」「知的障
害者に準ずる高齢者」「ねたきり
等高齢者」と認められた場合には、
町長が発行する「障害者控除対象
者認定書」により、税法上の障害
者控除が受けられます。
　介護保険の要介護認定を受け
ている方で、認定書を必要とする
方は、介護保険班に申請してくだ
さい。
　なお、認定の判断は、申請書を
受理後に介護保険認定調査票に
より行います。基準に該当しな
い場合は認定書の交付ができま
せん。

確定申告用各種控除証明

小学校の変遷と教科書展

認知症を学ぶ
～認知症介護を続ける秘訣～

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／ 1月 12日（火）・26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／ 1月 12日（火）・26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
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　町では、降雪量がおおむね10�以上になった場合、幹線町道や集落幹線町道の車
道を中心に除雪作業を実施します。坂道や日陰、交差点など、凍結の恐れがある場合
には、融雪剤とすべり止め用砂の散布を行い、凍結防止に努めます。
○除雪作業は昼夜問わず実施しますので、路上駐車はしないようにしてください。
○除雪車は重機のため、道幅の狭い車道では通行の妨げになる場合があります。作業
　にはご理解ください。
○除雪した雪が宅地前に残ってしまいます。各家庭での除雪にご協力ください。
○除雪した雪を道路に出さないようにしてください。

■問  都市建設課　� 55-2120

　魚のからだの仕組みを知り、生命の進化の歴史や環境との関わりを考えます。
�日時／ 2月 2日（火）13：00～ 15：30　　　�場所／しばたの郷土館
�対象／成人の方16人※小学生が参加希望の場合5年生以上、保護者の方と一緒にご参加ください。
�持ち物／筆記用具、虫眼鏡、おしぼり　　　�参加費／無料
�申込方法／氏名、年代、郵便番号、住所、電話番号を明記の上、FAXでお申し込みください。
�申込期限／1月 20日（水）

■申 ■問  ＪＳＴ理科大好きボランティア（田澤）（平日10：30～ 16：30）
※この実験教室は平成21年度独立行政法人科学技術振興機構地域活動支援事業草の根型のご支
　援を受けて行われます。なお、岩沼市、仙台市で行われる教室については、別にお問い合わせ
　ください。

　「建退共制度」は、建設現場で働く人のために、中小企業退職金共済法という法律に
より国が作った退職金制度です。一人親方も任意組合で加入できます。詳しいことは、
建退共宮城県支部までお問い合わせください。
�加入できる事業主／建設業を営む方　
�対象となる労働者／建設業の現場で働く方　　　�掛金／1日 310円
�制度の特徴／○国の制度なので安全確実で手続き簡単　○掛金は損金扱い
　○国が掛金の一部を補助　○退職金は企業間を通算して計算　○運営費は国が補助

■問  建退共宮城県支部　� 022-263-2973

　消防署では年末年始特別警戒（12月 26日～ 1月 5日）
を実施しています。この時期は、慌ただしく過ごす日々が
続き、火気取り扱いなどに注意がおろそかになりがちです。

寝る前や出掛ける前にはもう一度火の元を確認しましょう。
　

　昨年1年間における全国での火災件数は
52,394 件発生しました。そのうち、建物
火災は30,053 件で、住宅火災による死者

は1,123人となり、中でも逃げ遅れによる死者は667人で早く火災に気付いて
いれば助かったかもしれません。自分や大切な家族を守るため、早急に住宅用火
災警報器を設置しましょう。

■問  柴田消防署　� 55-2012

平成21年度ＪＳＴ地域活動支援草の根型採択企画  ハロー・サイエンス！
～楽しく体験！理科教室VOL.5参加者募集
～テーブルの上の水族館　魚を通じていのちのつながりを学ぼう～

特別警戒
実施中

住宅用火災警報器を
設置しましょう

　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、当日は

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

�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／仙南地域在住者または勤務者

�申込期限／ 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をご覧ください。

■申 ■問  仙南広域視聴覚教材センター
　� 52-3433　http://www.az9.or.jp

�日時／ 1月 12日（火）、26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

　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。1月12日（火）

には、おもちゃ病院も開院します。

■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるり
　ん（水戸）　

�日時／1月21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　� 59-3277

第32回仙南地区

自作視聴覚教材発表会
作品募集
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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）

  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）

19（火）
12：45～ 13：15乾先生平成 19年 9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）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
20（水）

12：45～ 13：15曽我先生、和野先生平成 18年 7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）21（木）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付27（水）

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）2/2（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付3（水）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 20年 7月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）5（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）

8（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
10（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 21年 2月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

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

52-3900大河原さくら歯科51-4625大河原さくらの杜診療所83-6061村　田村田内科クリニック17

52-1563大河原もり歯科クリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2445村　田中核病院村田診療所24

84-2266川　崎山家歯科クリニック56-1451槻　木乾医院53-1460大河原甘糟医院31

83-2061村　田吉田歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院56-1012槻　木玉渕医院2/7

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54-2316船　岡村川医院11

55-5126船　岡和野歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック58-2220船　岡ふなばさま医院14

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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