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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

　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 10-2 号（2K）
　　　　　　②神山前 2-308 号（2K）

　　　　　　③西船迫 1-201 号（4K)

　　　　　　④西船迫 2-304 号（3LDK）

　　　　　　⑤槻木駅前 904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います。

�受付期間／ 2月 1日（月）～ 12日（金）
　8：30～ 17：15　※土・日・祝日を除く

�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

　町民の皆さまが気軽にくつろげる交流サロン、簡単な打ち合わせなどに利用できる多目的スペース、さまざまな情報が得られる

情報コーナーなどを備えた、しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」が、イオンタウン柴田ショッピングセンター内に 2月 21日（日）

にオープンします。

　人が集まるショッピングセンターの環境を生かし、グループ・団体などで活

用してみませんか？お気軽にお立ち寄り、ご相談ください。

�場所／イオンタウン柴田ショッピングセンター内（上名生字新大原194-1）

�開館時間／10：00～ 18：00（講座の開催などで夜間開館の場合もあります）

�休館日／原則月曜日、年末年始

�施設の主な内容／

①交流サロン：気軽に休憩、おしゃべりなどに

②多目的スペース：打ち合わせなどに

③ギャラリースペース：作品の展示などに

④作業スペース：印刷、製本作業などに

　（印刷は実費負担が必要になります）

⑤情報コーナー：行政や各種団体の情報が得ら

　れます。また、団体やイベント情報の発信に

　もご利用できます。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

�日時／ 2月 27日（土）13：00～ 15：30　　　�場所／槻木生涯学習センター

�内容／○体験発表　介護予防活動（玄米ダンベル体操、ランチ会など）を実践し、心

　　　　　　　　　　身の元気につながった個人およびサークルの活動発表

　　　　○講演　　　演題「笑顔満開�楽しい毎日！」

　　　　　　　　　　講師　㈱余暇問題研究所　代表　山崎律子先生

�対象／町民の方および介護に携わる関係者の方

�参加費／無料・申込不要・直接会場にお越しください。

�持ち物／①玄米ニギニギダンベル（お持ちの方）　②手ぬぐい
　　　　　※玄米ニギニギダンベルは、貸出分を用意していますが、数に限りがあります。

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）　� 55-2159

2 月 21 日（日）
11：00～ 17：00

オープニングセレモニー、

太鼓演奏、よさこい演舞、

餅つき（限定 100食無料

配布）、各種展示会、人形

劇公演、英会話教室無料

体験

町営住宅入居者募集

�日時／ 2月 20日（土）～ 25日（木）
�場所／槻木生涯学習センター

■問  教育総務課　� 55-2134
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相談会場対象行政区相談日

農村環境改善
センター

23・252/3（水）

21・22・274（木）

24・265（金）

槻木生涯学習
センター
3階研修室

17Ｂ8（月）

17Ａ9（火）

18Ａ・18Ｂ10（水）

14・2012（金）

15・1915（月）

1316（火）

1617（水）

2818（木）

保健センター
4階軽運動場

5・819（金）

3022（月）

6Ａ・6Ｂ23（火）

29Ｂ2/24（水）

10・29Ｄ25（木）

29Ａ26（金）

29Ｃ3/1（月）

12Ａ（中名生）
12Ｂ2（火）

12Ａ（下名生）3（水）

11Ａ4（木）

11Ｂ5（金）

11Ｃ8（月）

9Ａ・9Ｂ9（火）

7Ａ・7Ｂ10（水）

311（木）

1・212（金）

415（月）

※申告会場は混雑しますので、新型イン
　フルエンザ感染予防のためにも、でき
　るだけお住まいの地区の指定日に申告
　相談されるようお願いします。
※指定日に都合の悪い方は、指定日以外
　の午後からの受け付けになります。

○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申
　告をして下さい。
○給与および年金所得の方は、源泉徴収票をお持ちください。
○事業所得などのある方は、1年間の売上金額・必要経費の集計をお願いします。
　※消費税の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をしてください。町では消
　　費税の申告を受け付けしていません。

○医療費控除を受ける場合、あらかじめ1年間の医療費・生命保険給付額などの
　集計をお願いします。
○無収入の方で
�同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。
�誰の扶養にもなっていない方や別居している方の扶養になっている方は、
　「簡易申告書」（1月中旬に配布しています「平成22年度　町民税・県民税
　所得申告相談のご案内」の裏面にあります）を税務課・槻木事務所または各
　申告会場に提出してください。

　
　待ち時間を少なくするため、下記の方々には受付前
に領収書などをまとめていただけるよう、申告の手引
き、集計票や電卓などを用意しておりますので、ご協
力をお願いします。

○事業所得・農業所得・不動産所得などのある方　⇒　収入・必要経費などを項
　目ごとに計算
○医療費控除を受ける方　⇒　受ける人・病院ごとに集計

 

　
�所得税の受付期間 ／ 2月 16日（火）～ 3月 15日（月）
�消費税の受付期間 ／ 2月 16日（火）～ 3月 31日（水）
○還付申告の方は、2月 16日以前でも申告書を提出することができます。
○税務署の閉庁日（土・日曜日および祝日など）の相談および申告書の受け付け
　については、2月 21日（日）および2月 28日（日）に仙台北、仙台中、仙台南
　の3つの税務署で実施しています。そのほかの閉庁日には行っていませんが、
　申告書は郵送または税務署の時間外収受箱に投函することにより提出できます。

　
　平成19年分で事業収入があり、課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課
税事業者」となり、消費税の申告が必要です。

　
　e-Tax を利用して所得税の申告をすると、①国税庁ホームペ
ージからカンタン申告、②最高5,000円の税額控除、③添付書
類が提出不要、④還付金がスピーディーなど便利でおトクです。
①国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」でカンタンに申告書の作成ができ
ます。　②平成21年分の所得税の確定申告書を、本人の電子署名および電子証明書を付
して期限内に送信した場合、その所得税額を限度として最高5,000円の税額控除を受け
ることができます（平成19年分または平成20年分の確定申告で本控除の適用を受けた
方は受けられません）。　③所得税の電子申告においては、医療費の領収書などは、書類の
記載内容を入力することによりその書類が提出不要（3年間保存が必要）となります。　
④ e-Tax で申告された還付申告は早期処理しています。3週間程度に短縮となります。
　詳しくは、国税庁ホームページ (http://www.nta.go.jp) をご覧ください。

■問  税務課　� 55-2116　E-mail：tax ＠ town.shibata.miyagi.jp
　 大河原税務署　� 52-2202

※詳しくは、1月中旬に配布しています「平成22年度　町民税・県民税所
　得申告相談のご案内」をご覧ください。

確定申告はお早めに
～大河原税務署からのお知らせ～～大河原税務署からのお知らせ～

消費税の確定申告について

e-Tax が便利でおトクです !!

計算コーナーを
設置しています！
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　肝臓機能障害に関する身体障害者手帳の交付申請受付は2月1日からを予定してい

ます。申請には、身体障害者手帳指定医師の診断書が必要ですので、主治医と相談の

上、詳しい手続きの方法などは健康福祉課までご相談ください。

�対象者／認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
　　　　　肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方

�認定基準／主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh 分類によって判
　定します。3カ月以上グレードＣに該当する方が、おおむね身体障害者手帳の交付

　対象となります。ただし、診断前の6カ月間にアルコールを摂取している方などは

　対象とはなりません。
※Child-Pugh 分類とは、肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビ
　リルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価するもの。

■問  健康福祉課　� 55-5010

　所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）がある場合には、

その分を住民税から控除できます。

○平成11年から 18年末まで居住された方
�所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税の住宅ローン控除可能額が所

得税から控除しきれない方が対象になります。

�これまでは、町に住民税の住宅ローン税額控除の申告書を提出する必要がありま

したが、平成22年度からは当該申告書を提出しなくても税額控除されるようにな

ります。

�給与所得の年末調整または所得税の確定申告を行うことで、所得税の住宅ローン

控除が適用され、さらに住民税の住宅ローン税額控除が受けられるようになります。

○平成21年から 25年末まで居住された方
�所得税の住宅ローン控除を受けられる方で、所得税の確定申告を行った際に、所

得税の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない方が対象になり、住民税

の住宅ローン税額控除が受けられます。
　　

○住民税の住宅ローン税額控除Ｑ＆Ａ

「住民税の住宅ローン控除の対象となった場合、税金は還付になるの？」

　所得税ではあらかじめ納めていた税金が確定申告（年末調整）をすることにより、
多い分は還付になりますが、住民税での「住宅ローン税額控除」は、翌年度の個人
住民税（所得割）から税額控除（減額）するものなので、還付にはなりません。

「住民税からの控除額はどうやって計算するの？」

　控除額は、①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかっ
た額と②所得税の課税総所得金額等の額に5％を乗じて得た額（最高97,500円）の
①と②のいずれか少ない額になります。

「平成19年から平成20年末までに居住した場合は？」

　所得税の住宅ローン控除を受けられる方であっても、住民税の住宅ローン税額控
除の対象になりません。（所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年の確定申告で、
控除期間を10年または15年に延長する特例措置が設けられています。）

■問  税務課　� 55-2116、大河原税務署　� 52-2202
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（住宅ローン税額控除）
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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
2 月14日（日） 9:00～16:00
2 月28日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
2 月 7 日（日） 9:00～16:00

2 月21日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
2 月14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／2 月16 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／2 月18 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

3
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／ 2月 21日（日）  毎月第 3日曜日

�プール休館／2月 22日（月）～ 3月 8日（月） プール可動床のメンテナンス

○…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。

28272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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月
××××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
2月 2 日（火）山本登起子

生　　活
2月 9 日（火）佐藤由美子
2月16日（火）飯渕　紀子
2月23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
2月 3 日（水）渡邊みち子

人　　権 2月10日（水）木島　基子
2月17日（水）桂川　クメ
2月24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
2月12日（金）大友　勝彦

人　　権
2月26日（金）佐久間捷哉
2月26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
相談委員が変更になる場合があります。

　年をとったとき、万が一の事が起きたとき、経済的に生活を支える年金も継続して

保険料を納付していくことで受給資格ができる仕組みになっています。

　しかし、長い間のうちには、なんらかの経済的な理由で納付が困難な時期があるか

もしれません。そんなとき、将来の年金を受ける権利を守るための免除制度や納付を

猶予する制度を利用してください。

免除制度
○申請免除

　「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」の前年度の所得が、それぞれ定めた基準

以下のとき、申請により保険料の納付が免除されます。「全額免除」のほか、「4分の

1納付」「半額納付」「4分の 3納付」といった、保険料が減額される免除もあります。

○法定免除

　次のような方の保険料の納付が全額免除されます。

　①　障害を事由とする年金の受給権者　

　②　生活保護による生活扶助を受けている方

若年者納付猶予制度
　30歳未満の方で、「申請者本人」「申請者の配偶者」の前年度の所得が、それぞれ

定められた基準以下のとき、申請により保険料の納付が猶予されます。同居の親（世

帯主）に所得があり、申請免除に該当しないようなときに活用でき、30歳未満の方

は申請免除と併せて申請できます。

学生納付特例制度
「学生本人」の前年度の所得が、定められた基準以下のとき、申請により在学期間中

の保険料の納付が猶予されます。学生にあたる方は「申請免除」や「若年者納付猶予」

の利用はできません。手続きには「在学証明書」または「学生証」の写しが必要です。

≪免除された期間は次のように老齢基礎年金の額に計算されます≫

全額免除→2分の 1計算　　　　　　　　4分の 1納付→ 8分の 5計算

半額納付→8分の 6計算　　　　　　　　4分の 3納付→ 8分の 7計算

若年者納付猶予→計算されません　　　　学生納付特例→計算されません。

※一部納付は納付がないと未納と同じ扱いになります。
※免除や猶予された保険料は、10年以内であれば追納して年金額を増やすことができます。た
　だし、免除などの承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するときは、当
　時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗されます。申請は役場または年金事務所で受け
　付けをしています。免除や猶予の申請は原則毎年必要です。また、失業を理由に申請する場合
　は、手続きの際に「離職票」または「雇用保険受給資格者証」をご用意ください。

■問  日本年金機構　� 0570-05-1165
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　お子さんからおじいちゃん、おばあ
ちゃんまでみんなが楽しめるコンサート
です。ご家族おそろいでおいでください。
入場は無料です。
�日時／2月27日（土）10：00～12：00
�場所／船迫生涯学習センター

■問  船迫生涯学習センター� 57-2011

　町では、平成23年度から 10年間のまちづくりの新たな指針となる「第5次柴田

町総合計画」の策定を進めています。この計画の策定にあたり、町長の諮問に応じ計

画の内容を審議する「柴田町総合計画審議会」を設置しますが、町民の皆さんの幅広

い視点から審議していただくため、委員の一部を募集します。

�募集人員／4人以内
�応募資格／次のすべての要件に該当する方
　①　柴田町に居住している方で、平成22年 1月 1日現在で満 20歳以上の方

　②　町職員または町議会議員でない方

　③　町が委嘱する審議会などの委員でない方

�任期／任命の日から総合計画策定に係る町長の諮問に対する答申終了まで
　　　　（平成22年 6月から平成 23年 2月までの予定）

�報酬／審議会に出席した場合、町の規定により報酬などを支給します。
�応募方法／所定の申込書に必要事項を記入の上、下記まで、持参、郵送、ＦＡＸま
　たは電子メールにて送付してください。申込書は、役場または槻木事務所の窓口に

　備え付けてあります。また、町ホームページからもダウンロードできます。

�募集期間／2月 1日（月）～ 2月 26日（金）
�選考結果／応募者本人に通知します。

■申 ■問  企画財政課　〒989-1692　柴田町船岡中央2丁目3番 45号
　� 54-2111　� 55-4172　メール plan@town.shibata.miyagi.jp

柴田町総合計画審議会委員を募集します

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／ 2月 9日（火）・23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／ 2月 9日（火）・23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

　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／ 2月 8日（月）15：00～ 16：00、
　2月 27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

　町では、後期計画の策定にあたり、幅

広く町民の皆さんのご意見を反映するた

め、パブリック・コメントを実施してい

ます。

�案の公表および意見募集期限／

　2月 17日（水）まで【必着】

�案の公表および閲覧場所／町ホームペ

　ージ、子ども家庭課、槻木事務所、子育

　て支援センター、各生涯学習センター

�意見の提出方法／住所、氏名または団

　体名、電話番号を明記し、郵送、ＦＡ

　Ｘ、Ｅメール、上記閲覧場所へ持参の

　いずれかで提出下さい。

■問  子ども家庭課　　〒989-1692
　柴田町船岡中央2丁目 3-45

　� 55-2115　� 55-4172

　children@town.shibata.miyagi.jp

　国民年金や厚生年金を受けている方がお亡くなりになったときは、「年金受給権者

死亡届」を届け出なければいけません。年金を受ける権利は、年金を受けている方が

死亡するとなくなります。届け出を忘れたり、遅れたりすると、死亡後も年金が支払

われてしまい、後日遺族の方に返していただくことになります。このようなことにな

らないように、速やかに届け出ることが必要です。

未支給年金の請求
　まだ受け取っていない年金があるときは、お亡くなりになった方と生計を同じくし

ていた遺族の方が受け取ることができます。優先する順位がありますので、より優先

する方が死亡届と併せて請求を行ってください。

 受け取れる遺族と順位　　配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

　受付窓口は年金事務所です。（寡婦年金や障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受け

ている方がお亡くなりになった場合は、役場の保険年金班が受付窓口になります）必

要な書類は、届け出る方や手続き内容によって異なるので、事前にねんきんダイヤル

（0570-05-1165）へご確認ください。

■問  日本年金機構　� 0570-05-1165

パブリック・コメント制度に
基づきご意見を
募集しています

「柴田町次世代育成支援　　　　
　　地域行動計画（後期計画）」（案）

年金を受けていた方がお亡くなりになったときは、
速やかにお届けを
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�日時／ 2月 13日（土）、27日（土）
　9:30 ～ 11:00
�場所／しばたの郷土館
�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

2月のトンボ玉体験会

　柴田町には、現在、93の納税貯蓄組合

が地域住民により組織され、組合員間の

町税および使用料などの納期内完納を推

進しています。

　町税および使用料などの納入方法は、

口座振替や納付書による方法もあります

が、より優れた納付方法の一つとして、

納税貯蓄組合制度があります。お近くの

納税貯蓄組合への加入をお勧めします。

あなたの住むお近くの納税貯蓄組合の連

絡先などを知りたい場合、あるいは納税

貯蓄組合の無い地域や職場単位で新たな

納税貯蓄組合結成をお考えの方は、柴田

町納税貯蓄組合連合会事務局までご相談

ください。

■問  柴田町納税貯蓄組合連合会事務局
 （税務課内）� 55-2116

　11歳から12歳のお子さんがジフテリ
ア破傷風予防接種（第 2期）の対象にな
ります。11歳の誕生月の前月に通知を
送付していますが、他の予防接種に比べ
受ける方が少ない状況があります。まだ
受けていないお子さんは、できるだけ早
めに指定医療機関で予防接種を受けま
しょう。
　なお、宮城県広域化予防接種事業によ
り、かかりつけ医が町外にいる方でも指
定医療機関であれば無料で受けられます
ので、かかりつけ医にご相談ください。
�接種期間／ 11歳の誕生日～ 13歳の
　誕生日の前々日まで

■問  健康福祉課　� 55-2160

�募集人数／ 1人
�職務内容／消費生活に関する相談およ
　び苦情の処理、指導、啓発業務など
�応募資格／消費生活専門相談員、消費生
　活アドバイザー、消費生活コンサルタント
　のいずれかの資格を有する方または同等の
　専門的な知識および経験を有する方
�雇用期間／平成22年 4月 1日～平成
　23年 3月 31日（単年度ごと更新）
�勤務日／週 3日（そのほか研修や会議
　に参加する場合あり）
�勤務時間／ 9：00～ 16：00
�報酬等／月額 86,300 円
�申込期間／ 2月 1日（月）～ 26日（金）
　（土・日・祝日を除く）8：30～ 17：00
�提出書類／①市販の履歴書（写真添付）
　　　　　　②資格証の写し
�提出先／柴田町役場町民環境課
�選考方法／書類審査と面接（詳細は申
　し込み時に連絡します。）

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113

　3月の軽自動車検査協会の窓口は、名

義変更や廃車手続きの申請をする方々で、

例年大変混雑します。つきましては、名

義変更や廃車手続きはできる限り早期に

済ませるようお願いします。また、3月

は車検も大変混雑します。継続検査は、

検査の有効期間が切れる1カ月前から受

けても期間が短くなることはありません

ので、早めに受検するようお願いします。

�受付時間／月～金曜日（祝日を除く）　
　8：45～ 11：45、13：00～ 16：00

■問  軽自動車検査協会宮城主管事務所
　� 022-284-1368

　平成 21年度までの米の生産調整制度
（水田農業構造改革対策）が廃止され、
平成 22年度から戸別所得補償制度モデ
ル対策が導入されます。米のモデル事業
での対象者は米の生産数量目標に即して
生産を行った販売農家となります。販売
農家とは水稲共済加入者などです。水稲
共済未加入の方で米戸別所得補償モデル
事業に加入したい方は、前年度の出荷
先・販売先との契約状況を申告していた
だければ対象となります。詳しくは2月
8日からの集落座談会で説明いたします。

■問  地域産業振興課　� 55-2122、東北
　農政局戸別所得補償制度モデル対策推
　進室  � 022-722-7337

　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／3月16日（火）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 2月 26日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　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。
2月 9日（火）（第 2火曜日）には、お
もちゃ病院も開院します。
�日時／ 2月 9日（火）、23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～未就園児までの親子
�参加費／無料
�持ち物／おてふき、飲み物など

　
　かわいいひな飾りをつくり、みんな
でお茶会をしませんか？
�日時／2月20日（土）10:00～12:00
�場所／船迫公民館
�募集人数／親子 15組
※定員になり次第締め切ります。

�対象／4歳から小学校 3年生までの親子
�参加費／ 500円
�持ち物／筆記用具、エプロン、三角巾
　
■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆ
　るりん（水戸）

子育てひろば“ゆるりん”
毎月第 2・第 4火曜日開催

消費生活相談員を募集

ゆるりん親子ひろば開催します

納税貯蓄組合の
組合員および新規組合募集

軽自動車の
名義変更・廃車手続き
および車検はお早めに

米の生産調整制度が

変わります
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太陽の村

本格そば打ち教室
�日時／ 3月 7日（日）10：00～
�場所／岩沼市民会館
�参加費／一般2,000円、大学1,500円、
　中・高校 1,000 円

�内容／○記念講演（10：35～）「手話
　の魅力・手話の出会い」講師：飯泉菜

　穂子氏（ＮＨＫ手話キャスター）

　○アトラクション（13：30～）ボーカ

　リスト水戸真奈美（柴田町出身）。

　○ブース（9：30～）各身体障害者団

　体出店

■問  社団法人宮城県ろうあ協会・宮城県手
　話サークル連絡協議会・全国手話通訳
　問題研究会宮城県支部
　�022-293-5531　�022-293-5532

　ごみ減量・環境保護についてみんなで考えましょう。基調講演

やパネル展示など盛りだくさんの内容です。ぜひお越しください。

�日時／ 2月 6日（土）13:00 ～ 16:00　　　
�会場／槻木生涯学習センター
�内容／�基調講演「この世の中で大切なもの“環境・健康・人間味”」　桂　文喬氏
　　　　�東北リコー㈱の実践活動報告

　　　　�環境大臣賞を受賞したマイバックの展示など

■問  「もったいない運動」町民会議事務局（町民環境課内）　� 55-2114

�日時／2月18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。

�次回相談日／ 3月 18日（木）
宮城県行政書士会

http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所  � 0224-59-3277

　親子または、おじいちゃん・おばあ

ちゃんと竹馬を作って、外で元気に遊び

ましょう！

�日時／2月13日（土）13:30～15:00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／親子または祖父母
�募集人数／ 5組（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／カッター
�申込期限／ 2月 10日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　税理士法に基づき、社会奉仕活動の一

環として、小規模な事業者などのために

東北税理士会大河原支部主催による相談

会を開催します。

�日時／2月23日（火）10：00～15：00
�場所／各税理士事務所
�内容／所得税の確定申告相談、確定申
　告の作成指導、消費税などの税務相談

�申込期限／ 2月 22日（月）

■申 ■問  高橋正衛税理士事務所
　� 0224-26-1618

　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／ 2月 13日（土）、27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（試食あり）
�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  柴田町観光物産協会　柴田町太陽
　の村　� 56-3970

�日時／2月19日（金）10：00～11：00
�場所／子育て支援センター
�対象／子育て中の親子・祖父母
�服装／動きやすい服装
�持ち物／バスタオル

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児
　童館内）� 54-4040

　1月 1日付で、桂川クメさん（70歳）
が人権擁護委員として、法務大臣から委

嘱されました。任期は、平成22年1月1

日から平成24年12月31日まで（4期目）。

■問  町民環境課　� 55-2113

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

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

�日時／ 3月 2日（火）11：00～ 12：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／杉の子福祉コーラス、合唱、ハ
　ンドベル、手遊びなど

�参加費／無料
�申込期限／ 3月 1日（月）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会
　� 58-1771

竹馬作り教室

（社）柴田町シルバー人材センター
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※ 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。

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
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）

12：45～ 13：15小屋先生平成 19年 10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）

16（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
17（水）

12：45～ 13：15小島先生、小田部先生平成 18年 8月生まれの方3歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）

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）18（木）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 9月生まれの方4か月児健康診査19（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付24（水）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）26（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付3/3（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 10月生まれの方4か月児健康診査4（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 20年 8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）

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）9（火）
  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 3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
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

53-8138大河原あいはら歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科83-5503村　田町南診療所21

53-2348大河原安藤歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2088村　田山田医院28

56-1026槻　木飯淵歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科53-5151大河原さくら内科消化器科3/7

56-2766槻　木乾歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院57-2310船　岡しばた協同クリニック14

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

1月に配付した「がん検診等の申込案内について（平成22

年度実施分）」の「がん検診等一覧④子宮がん検診、検診時

期等（予定）」に誤りがありました。お詫びし訂正します。

　訂正前／6～ 7月・集団検診　　

　訂正後／6～ 7月・医療機関

お詫びと訂正

�日時・場所／◇ 2月 3日（水）13：30～ 16：00・柴田町役場
　◇ 2月 14日（日）10：00～ 12：00、13：00～ 16：00
　　ヨークベニマル柴田店駐車場
※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。
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