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　高齢化・都会型社会へと変わりつつあ

る現代社会ですが、高齢者にとって住み

良い地域社会にするためにどうしたら良

いでしょうか。シニア元気笑学校の校長

先生が楽しく講演します。ぜひご来場く

ださい。入場は無料です。

�日時／ 3月 20日（土）9：30～ 11：00

�場所／農村環境改善センター

�講師／シニア元気笑学校　渡辺源治氏

�対象／ 65歳以上の方を原則とします

　が、どなたでも結構です。

■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　今年も船岡城址公園と白石川堤をメーン会場に「しばた桜まつり」を開催します。期
間中、さまざまなイベントや多くのお店を出して、町内外からの観光客を快くお迎え
したいと考えています。
　そこで、「しばた桜まつり」にボランティアとして参加し、さまざまなカタチで応援
していただける方を募集します。グループや団体、個人など、参加の形態は問いませ
ん。「自分も参加して、桜まつりを盛り上げたい」という皆さんのパワーをお貸しくだ
さい。桜の町「しばた」の一大イベントを大いに盛り上げましょう。

�日時／ 4月 11日（日）※雨天決行　　　�受付／9:00 ～
�場所／仙台大学サッカー・ラグビー場　　�コース／船岡ウォーキングモデルコース
�種別／ Ａ ウォーキング 8�（所要時間約2時間）
　　　　 Ｂ ノルディックウォーキング5�（講習会あり、所要時間約1時間 30分、

　　　　　  ポールの貸し出しは限定40セット）

�主な経路／サッカー・ラグビー場～白石川堤～さくら歩道橋～船岡さくら大橋～船
　岡駅前広場～サッカー・ラグビー場

�対象／町民および町内事業所に勤務している方　　　�参加費／無料
�申込方法／町体育協会事務局（スポーツ振興室内）へ電話でお申し込みください。
�申込期限／3月 27日（土）

■申 ■問  町体育協会事務局（スポーツ振興室内）　� 55-2030

�開催日／4月18日（日）9：00～15：00
※雨天中止

�場所／船岡城址公園野外ステージ

�申込期限／ 3月 19日（金）

■申 ■問  実行委員会事務局（舟山）
　

　しばた桜まつりの開催前に、船岡城址

公園と白石川堤（一目千本桜）の一斉清

掃と植樹を実施します。皆さんのご協力

をお願いします。※雨天中止

�日時／ 3月 27日（土）9：00～

�集合場所／船岡城址公園（観光売店前）、

　白石川河川敷（柴田大橋下）

■問  船岡城址公園（地域産業振興課）
　　　　　　　　　　　　� 55-2123

　 白石川河川敷（都市建設課）

　　　　　　　　　　　　� 55-2121

2010柴田さくらウォーキング
～さくらの中を歩きませんか～

バンドフェスティバル
in 桜まつり

■申 ■問  地域産業振興課　� 55-2123

フリーマーケット
�開催日／ 4月 10日（土）　※雨天時は11日（日）に延期となります。
�場所／船岡城址公園　　　�募集区画数／20ブース（先着順）
�参加費／300円（通信費など）※参加費は説明会時に集金します。

�日時／ 3月 20日（土）10：00～　　�場所／しばたの郷土館
�申込期限／3月 12日（金）

説明会を
開催します
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　柴田町営墓地の使用者を募集します。
�募集区画／第1墓地 4区画、第 2墓地 1区画
�永代使用料／第1墓地 138,000 円：区画（納骨堂なし）4.19�～4.81�
　　　　　　　第2墓地 425,000 円：区画（納骨堂あり）5.06�
�管理料／1,200円（年額）※毎年6月に納付書を送付します。
�対象／町内に住所を有する方
�申込受付／役場町民環境課および槻木事務所（印鑑持参）
※申し込みは第1墓地、第 2墓地のいずれかになります。

�申込期限／3月 12日（金）※申し込み多数の場合、抽選会を行います。
�抽選会／3月 26日（金）※詳細は申し込み時にお渡しする「案内」をご覧ください。

■申 ■問  町民環境課　� 55-2114

町営墓地（松ケ越地内）使用者募集

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
3 月14日（日） 9:00～16:00
3 月28日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
3 月 7 日（日） 9:00～16:00

3 月21日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
3 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／3 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／3 月18 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

4
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／ 3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
　　　　　　    3 月 6日よりトレーニングジムがプール棟へ移設になります。

○…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。

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
3月 2 日（火）山本登起子

生　　活
3月 9 日（火）佐藤由美子
3月16日（火）飯渕　紀子
3月23日（火）近江　宣男
3月30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
3月10日（水）木島　基子

人　　権 3月17日（水）桂川　クメ
3月24日（水）渡邊みち子
3月 3 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
3月12日（金）大友　勝彦

人　　権
3月26日（金）佐久間捷哉
3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。

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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月

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

�開会日時／ 3月 5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／ 3月 5日　町政報告など
　　　　 8 ～ 10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

　柴田町民体育館は改修が必要なことか

ら、平成22年4月1日より当分の間、利

用が「休止」となります。ご迷惑をおか

けしますが、よろしくお願いします。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

�名称／ひまわり市民農園
�場所／入間田字三ツ樟地内
�募集区画数／5区画（1区画約30�）
�利用料金／ 1区画 5,000 円（年額）
�利用期間／ 4月～平成 23年 3月
�主な施設／トイレ、水道、駐車場、
　共同収納庫兼休憩所

�名称／フレンドリー農園
�場所／船岡字若葉町地内
�募集区画数／6区画（1区画約15�）
�利用料金／ 1区画 3,000 円（年額）
�利用期間／ 4月～平成 23年 3月
※トイレ、水道、駐車場、共同収納庫兼休
　憩所はありません。

�対象／特に指定なし（1世帯で 2人
　以上のお申し込みはできません）

�申込方法／電話でお申し込みください。
�申込期限／ 3月 12日（金）
�現地説明会／後日通知します。
※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  地域産業振興課　� 55-2122

市民農園の利用者募集

柴田町民体育館の
利用休止について
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　年度替わりは、窓口が大変混み合う時期です。町では、平日の開庁時間（午前8時
30分～午後 5時 15分）に窓口に来られない方のために、役場窓口の一部と槻木事務
所において、休日窓口および平日の窓口業務の延長を実施します。
�実施日・開庁時間／ 3月 28日（日）午前8時 30分～午後 5時 15分
　　　　　　　　　　 3月 29日（月）～ 4月 2日（金）午後5時 15分～午後 7時

　太陽の村にある望遠鏡で火星を観察し

ます。ぜひご家族でお越しください。

�日時／3月23日（火）18：30～19：30
�場所／柴田町太陽の村
�持ち物／懐中電灯
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止し
　ます）

�協力／柴田町星を見る会

■問  槻木生涯学習センター  � 56-1997

　乳幼児や小学生のお子さんに対する本

の「読み聞かせ」は情操教育や読書の習

慣付けなどに効果があります。この機会

にぜひ「読み聞かせ」を身につけてみま

せんか。参加は無料です。

�日時／①3月12日（金）10：00～12：00
　　　　②3月18日（木）10：00～12：00
　　　　③3月19日（金）10：00～12：00
�場所／①②槻木生涯学習センター
　　　　③農村環境改善センター

�対象／小学校低学年までの子を持つ親
※親子での参加可

�申込期限／ 3月 10日（水）
■問 ■申  槻木生涯学習センター  � 56-1997

　“子どもが日常生活において気を付

けること”を題材にした視聴覚教材を

大型スクリーンで上映します。ぜひ親

子でお越しいただき、お子さまの学習

にお役立てください。

�日時／3月27日（土）10：00～12：00
※時間内の出入りは自由にできます。

�場所／槻木生涯学習センター ホール
�対象／就学前、小学校低学年の児童と親
�上映内容／ ○しまじろうの交通安
　全○ゆうかい、いたずらされないた

　めに○手のあらい方○ごめんねミー

　ちゃん（命の大切さ）ほか

入場無料（先着 300人）

　

　古代文明についてＮＨＫの作品を上

映します。ぜひお越しください。

�日時／3月27日（土）13：30～15：30
�場所／槻木生涯学習センター ホール
�上映作品／○四大文明インダス～謎
　の民は海を渡った○四大文明中国～

　黄土が生んだ青銅の王国

入場無料（先着 300人）

■問  槻木生涯学習センター � 56-1997

親が身につける
「読み聞かせ」講座

取り扱う業務担当課

住民異動の手続き、住民票の写し（広域交付住民票を除く）・戸籍（謄本・
抄本・附票）・身分証明書・印鑑登録証明書の交付、印鑑登録と廃止の手
続き、戸籍届の受け付け（お預かりするのみ）、国民健康保険の転入・転出
の手続き、国民年金に関する手続き、後期高齢者医療転入・転出の手続き

町民環境課
� 55-2113

槻木事務所
� 56-1311 ※窓口では、本人確認を行いますので、本人確認書類（運転免許証、写真付き住　

基カードなど）を忘れずにご持参ください。

上下水道使用料の納入、転居などに伴う水道開始・中止の申請
上下水道課
� 55-2119

毎週水曜日は、午後7時まで窓口業務を延長しています
　町民の皆さんが、行政サービスをより便利にご利用いただけるよう、毎週水曜日に
住民票の写しの交付をはじめとする町民環境課、槻木事務所、税務課、上下水道課の
窓口業務の一部を、午後7時まで延長しています。
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　保険料の納め忘れがあると、将来受け取る年金の額が少なくなるばかりではなく、

まったく受け取ることができなくなる場合もあります。年をとったときの「老齢基礎

年金」や、万が一のときの「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取るためには、保

険料の納付に関する条件があります。

 年金を受け取るための納付条件
○老齢基礎年金
�保険料納付済期間（厚生年金、共済組合に加入した期間も含む）や保険料免除期間

　など合わせた期間が25年以上

○障害基礎年金・遺族基礎年金
�次の①か②のどちらか

①保険料納付済期間や保険料免除期間が加入期間の2／ 3以上

②直近の1年間に保険料の滞納がないこと

　国民年金保険料の納付期限は翌月末ですが、納めていなかった保険料は納付期限よ

り2年以内であれば、まだ納めることができます。納付書を紛失した方、未納月数が

多くて一括して納めるのが難しい方は、年金事務所まで連絡をしてください。また、

納め忘れをなくし、年金の受け取りを確実にするために、保険料の納付は「口座振替

による納付」もしくは「クレジットカードによる納付」を利用してください。4月に

なると平成22年度の納付書が送付されます。納め忘れた分があるときは、速やかに

納付しましょう。
※納付期限を過ぎた保険料のある方に、民間の委託業者よりお電話などで納付のご案内をさせて
　いただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113

�日時／3月16日（火）9：45～11：00
�場所／農村環境改善センター
�対象学区／槻小・柴田小学区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�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。

　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。

子育て中の親子を支援したいと思って

いる方、子ども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（孫連れ、子連れＯＫです）
※活動については、研修会を実施します。

�申込期限／ 3月 18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

　誕生、入学、就職、結婚などの記念に、

あなたも桜の木を植えてみませんか？

�特別会員費／ 6,000 円（苗木 1本）
�募集本数／ 10本（先着順）
�植樹場所／阿武隈川堤防（四日市場）
�募集期間／ 3月 1日（月）～ 5日（金）
�申込方法／下記事務局までお申し込み
　ください。

■申 ■問  柴田町さくらの会事務局（都市建設
　課・瀬戸）　� 55-2120

　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。3月
9日には、おもちゃ病院も開院します。
�日時／ 3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

　手づくりパスタでイタリアン！デ
ザートにティラミスも作ります。
�日時／3月13日（土）10：00～14：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学1年生～ 6年生までの児童
�募集人数／ 30人
�参加費／ 300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

　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。
�日時／ 3月 13日（土）、27日（土）
　9：30～ 11：00
�対象／小学 4年生以上
�参加費／ 600円
�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　

　柴田町内で活動している団体・個人
が制作した多様なジャンルの作品展
示・頒布会です。
�開催期間／4月4日（日）～25日（日）
�開館時間／ 9：00～ 16：30
�入場料／無料
※展示期間、開催時間は各団体などにより
　異なります。

　

　みんなで楽しみながら、観賞用菊花
の栽培方法を学びませんか。
�期間／ 3月 24日～ 10月（月 2回
　開催・火曜日予定）9：30～ 12：00
�募集人数／ 25人（先着順）
�参加費／ 1,500 円
�申込期限／ 3月 13日（土）

しばたの郷土館施設利用について
　柴田町図書館開館に向けた工事が始
まるため、ＩＴ創作プラザの利用は 4
月末まで（予定）利用できません。
　また、さくら回廊inしばた開催中は
施設各室の貸し出しができません。

3月のトンボ玉体験会

柴田町さくらの会

特別会員募集（記念植樹）

さくら回廊 in しばた

菊作り体験学習受講生募集

ゆるりん学童クラブを開催します

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

柴田町子育てサポーター募集

国民年金保険料の納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ納め忘れはありませんか?
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　大人も子どもも楽しめるイベントです。

�日時／ 3月 7日（日）9：30～ 16：00
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／仙南地区の青年たちによるステ
　ージパフォーマンス、美術作品展示、

　レクゲーム体験、ポップコーン無料配

　布、産直野菜の販売ほか

■問  仙南青年文化祭実行委員会事務局（生
涯学習課）　� 55-2135

　仙南地方 9市町 12団体により、民俗

芸能を広く一般に公開し、伝承者の伝承

活動に対する意欲の向上を図ることを目

的に開催します。当町からは上名生代々

神楽保存会が出演します。ぜひご鑑賞く

ださい。入場は無料です。

�日時／ 3月 14日（日）9：30～ 16：00
�場所／ございんホール（蔵王町ふるさ
　と文化会館）

■問  しばたの郷土館　� 55-0707

　1月に「柴田町男女共同参画推進条例

を考える会」が発足しました。ご一緒に

条例素案を考えてみませんか。多くの方

の参加をお待ちしています。参加は無料

です。

�日時／ 3月 6日（土）10：00～ 12：00
�場所／船迫生涯学習センター
�講師／浅野富美枝氏（宮城学院女子大
　学教授）

■問  相澤　

　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／3月17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／ 3月 8日（月）15：00～ 16：00、
　3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

�日時／3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／ 4月 15日（木）
宮城県行政書士会

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

■問  福島行政事務所　� 59-3277
　肝臓機能障害に関する身体障害者手帳

の交付申請は平成22年 2月 1日から受

け付けを行っています。申請にあたりま

しては、身体障害者手帳指定医師の診断

書が必要ですので、主治医とご相談の上、

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／○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

　このほど白石市では、行財政改革の一

環として、平成 22年 4月 1日から市営

白石蔵王駅西口・東口駐車場の使用料金

を次のとおり改定します。利用者の皆さ

まのご理解とご協力をお願いいたします。

■白石蔵王駅西口・東口駐車場
 　4月 1日以降の使用料金

　2011年 7月までに今までのテレビ放

送（地上アナログ放送）は終了します。皆

さんのテレビを「地上デジタル放送」（地

デジ）対応にかえていただく必要があり

ます。分からないとき、困ったときには、

まずご相談ください。

地デジコールセンター　0570-07-0101

○2010年中に柴田船迫地上デジタルテ

レビ放送中継局が開局され西船迫地区で

デジタルテレビ放送をご覧いただけます。

なお、総務省東北総合通信局にもデジタ

ル放送に関する相談窓口が設けられてい

ます。

■問  東北総合通信局　放送部放送課
　� 022-221-0700

4 月 1日から白石蔵王駅駐車場
使用料金を改定します

■問  白石市役所　� 0224-22-1325

改定内容利用料金利用時間

＋50円

100 円1時間まで

150円2時間 〃

200円3時間 〃

＋40円

250 円4時間 〃

300円5時間 〃

350円6時間 〃

400円7時間 〃

＋30円
450 円8時間 〃

500円9時間 〃

新設550 円12時間 〃

＋80円600 円24時間 〃

① 30分以内の駐車は無料です。
②24時間を超える駐車は600円に上記
　料金表の額を加算します。
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　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／ 3月 13日（土）9：30～ 12：00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／ 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／ 3月 12日（金）

■申 ■問  柴田町観光物産協会 柴田町太陽の
　村　� 56-3970

�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／3月 12日（金）
※児童1人に保護者1人でお申し込みください。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

仙南地域職業訓練センター 春の親子教室参加者募集

　医療保険制度の改正により平成 22年

4月から、70歳以上 75歳未満の方のう

ち、現在、1割の保険証をお持ちの方は、

医療機関での自己負担割合が2割に引き

上げられる予定でしたが、この改正が凍

結され、平成 23年 3月まで 1割に据え

置かれることになりました。国民健康保

険加入の方で現在1割の保険証をお持ち

の方には3月下旬に被保険者証（兼）高齢

受給者証を送付します。平成 22年 4月

以降に受診の際は、新しく送付される保

険証を提示してください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　総務省では、電気通信サービスを安心・快適にご利用いただけるよう、利用者の視

点に立った情報通信行政の推進に取り組んでいます。電気通信サービスに関する利用

者のご意見やご要望を幅広くお聞かせいただき、今後の情報通信行政に反映させるた

め、東北総合通信局は、平成22年度（2010年度）電気通信サービスモニターを募

集します。

�応募資格／電話・インターネットなどの電気通信サービスに関心がある東北6県に
　お住まいの満20歳以上の方で、「モニターにお願いすること」にご協力いただける

　方。ただし、総務省および電気通信事業者に勤務経験のある方とその方のご家族を

　除きます。

�モニターにお願いすること／①総務省が実施するアンケート（年2回実施予定）へ
　の回答（モニター全員）、②各地域で開催するモニター会議への出席（別途出席をお

　願いする方のみ）

�委嘱期間／平成22年 6月 1日～平成 23年 3月 31日までの 10カ月間
�募集人員／120人
�募集期間／3月 1日（月）～ 4月 2日（金）まで（当日消印有効）
�応募方法／はがきの表面またはＦＡＸ送信用紙に「モニター希望」と明記の上、裏
面に郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、電話番号、年齢、性別、職業、メールアド

レス（携帯電話のメールアドレスを除く。任意）、応募の動機およびモニター会議参

加希望の有無（モニター会議は10月から 12月までの間の平日に開催予定）など

の必要項目を記入し、東北総合通信局あてお送りください（締め切り当日のＦＡＸ

送信または消印有効）。なお、はがき・ＦＡＸ以外での応募はご遠慮ください。

�選考および選考結果の通知／応募いただいた方の中から、お住まいの地域、年齢、
性別などの構成を考慮して選考させていただきます。選考の結果、モニターをお願

いする方には、その旨を5月末日までに、本人あて委嘱状の送付と併せて通知しま

す。なお、選考されなかった方には通知しませんので、あらかじめご了承ください。

�謝礼金／アンケート調査にご協力いただいた方およびモニター会議にご出席いただ
　いた方には、それぞれ別途謝礼金をお支払いします。

�その他／ご応募の際にいただいた氏名などの個人情報は、電気通信サービスモニタ
　ーの目的のみに使用し、その後、廃棄します。

■申 ■問   総務省東北総合通信局電気通信事業課　� 022-221-0628　
　� 022-221-0613　〒 980-8795　仙台市青葉区本町3-2-23

■槻木生涯学習センター �56-1997
○子育てハッピーアドバイスもっと知り

たい小児科の巻 2（明橋大二）○からだ

の自然治癒力をひきだす食事と手当て

（大森一慧）○サプリメント事典（蒲原

聖可）○人権の絵本 6巻（岩川直樹ほか）

○大きな約束（椎名誠）○青嵐の譜（天

野純希）○働くニホン（日本経済新聞社

編）○「賢治精神」の実践（安藤玉治）

○お父さんの面積（猪熊弘子）○子ども

といっしょに安心インターネット 3巻

（尾花紀子ほか）○ほかならぬ人へ（白

石一文）○ミッケ！がっこう（ジーン・

マルローゾ）○ 0.1 ミリのタイムマシン

（須藤齋）○六月のリレー（井沢由美子）

○てとてとてとて（浜田桂子）

平成22年度電気通信サービスモニター募集

講座内容日時・受講料講座名・募集人数

親子で“ものづくり”に親しむこ
とを目的に、コントローラーで作
動する「2足歩行バトルロボット」
を親子一緒に力を合わせて作成
します。

3月 20日（土）
8：40～ 12：30
受講料：1組 1,500 円

春の親子工作教室
（2足歩行バトルロボット）
募集人数：親子 30組

親子で楽しく、簡単でおいしい、
野菜たっぷり、乳製品たっぷりの
料理に挑戦します。
【メニュー】春色の三色カップご
はん、元気もりもりスープ、お楽
しみデザート

3月 20日（土）
9：30～ 12：30
受講料：1組 500円

親子料理教室
募集人数：親子 12組

太陽の村本格そば打ち教室

70 歳以上 75 歳未満の方へ
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ステンドグラス教室

　漢字の基礎と実用書道を中心に行いま
す。初心者の方大歓迎です。
�日時／毎月第 2・4木曜日
　9：30～ 11：30
�場所／西住公民館
�月謝／ 2,000 円
�持ち物／書道用具

■申 ■問  西住書道愛好会（三澤）
　

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／ 3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／ 3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

　生活、雇用、健康などの悩みに応えま

す。ひとりで悩まず、ご相談ください。

�日時／3月13日（土）14：00～16：00
�場所／オーガ（大河原駅前）
※相談は無料です。どなたでも相談できます。

■問  「仙南派遣村」実行委員会事務局（仙
　南民主商工会内）　� 55-3267

　無料体験もできます。

�対象／ 5歳児以上 10人（先着順）
�活動日時／第 2・4金曜日　15：30～
�場所／柴田町地域福祉センター
■申 ■問  加藤　

　県税の滞納により差し押さえた電話加
入権の公売を下記のとおり実施します。
�日時／ 3月 17日（水）10：00～
�場所／県大河原合同庁舎3階　入札室
�公売方法／入札
�参加資格／どなたでも買受人となり入
　札に参加できます。
�当日持参するもの／印鑑（法人の場合
　は代表者印）、委任状（代理人の場合）、
　買い受け代金
※電話加入権の公売は都合により中止する場
　合がありますので、公売日の前日に電話に
　てお問い合わせください。

■問  県大河原県税事務所納税第一班
　� 53-3114

　部屋に明かりをともすスタンドを作り

ます。

�日時／3月19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／ 8,500 円
�持ち物／軍手、エプロン、はさみ、新
　聞紙一日分

�申込期限／ 3月 15日（月）

■申 ■問  吉田　

　会員による互助会活動をご覧ください。

入場は無料です。

�日時／ 3月 13日（土）13：00～
�場所／槻木生涯学習センター

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　詩吟は、大きな声を出してストレス解

消、腹式呼吸で健康維持・老化防止、礼

節や歴史を学び、心を豊かにします。

　

■申 ■問  小田島　

　護身術・健康法など、日本の伝統文化

に触れてみませんか？動きやすい服装で

お越しください。

�日時／ 4月の毎週金曜日
　子供クラス　17：30～ 1時間

　一般クラス　19：00～ 2時間

�場所／第 15区集会所
�対象／子供クラス   3歳～小学生10人
　一般クラス　中学生以上 5人

■申 ■問  及川　

消えるまで
　ゆっくり火の元にらめっ子
■柴田町火災多発！
　今年に入って5件の火災が発生して

います（2月 14日現在）。

　日ごろから、ご家庭や職場での火気

取り扱いには深い関心を寄せているこ

とと思いますが、これからは空気が乾

燥し暖房機器などの使用が多くなり火

災が起こりやすい状態になりますので、

火の元の管理には十分注意してくださ

い。

消さないで
　小さな命の帰る場所
■山火事・たき火に注意！
　空気が乾燥し、風の強い日が多くな

ります。たき火・入山者による火の不

始末などにより山火事へと発展する火

災が毎年多く発生しています。

　風の強い日はたき火をしない、すぐ

消火できる準備をしておくなど、十分

注意しましょう。

■問  柴田消防署
　� 55-2012

電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権電話加入権ののののののののののののののののののののののののののののののののの公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売公売ににににににににににににににににににににににににににににににににつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつついいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいててててててててててててててててててててててててててててててててについて

詩吟を始めませんか

一心館合氣道教室

西住書道愛好会

�日時／毎週土曜日 13：30～ 15：30
�場所／天心館（船岡東：北海屋さん隣）
※小学生から高齢者までどなたでもどうぞ

�日時／毎月第1木曜日10：00～12：00
�場所／船岡生涯学習センター（中名生）
※送迎あり。現在 90歳の方も頑張っています

特別支援を必要とする　　　　　
　　子どものためのリトミック教室

「エンジェルキッズ」
メンバー募集
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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

  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）

12：45～ 13：15内田先生平成 19年 11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斉藤先生、佐藤（秀）先生平成 18年 9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）23（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付24（水）

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）25（木）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付31（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 11月生まれの方4か月児健康診査4/1（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 20年 9月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）2（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付7（水）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

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

53-8020大河原いのうえ歯科医院83-2172村　田善積医院52-1058大河原日下内科医院21

57-1818船　岡内田歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科55-1702船　岡太田内科22

53-2555大河原えんどう歯科医院52-3115大河原かわち医院52-1123大河原安藤医院28

53-4390大河原スエヒロデンタルクリニック55-3509船　岡毛利産婦人科医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック4/4

57-2120船　岡大友歯科医院51-3741大河原庄司クリニック52-2777大河原平井内科11

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　1月に配布した「がん検診等申込書（平成22年度実施分）」の提出はお済みで

しょうか。4月から胃がん検診、5月から大腸がん検診・前立腺がん検診が始ま

るため、受診をご希望の方は至急ご提出ください。3月中旬までに転入手続きを

される方には随時申込書を配布します。その後転入手続きをされる方は、検診開

始時期が差し迫っているため、電話などでお申し込みを受け付けます。

 結核検診受診票の取り扱いについて

　結核検診については、感染の拡大を防止するため、お申し込みの有無が確認できない方に対しても受診票を配布することになり

ますので、ご了承願います。

　職場や医療機関などで受診する方は、あらかじめ申込書に「×（受けない）」を記入の上ご提出ください。
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