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　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 15日までに転入手続きをされた

方には申込書を配布します。その後転入

手続きをされた方は、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。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　日本国内に住所がある 20歳以上 60

歳未満の方は、性別、職業や収入に関係

なく国民年金に加入しなければなりませ

ん。国民年金の被保険者は3つの種別に

分かれています。春は、就職・転職・進

学など異動の多い時期です。何かと慌し

くなり、いろいろな届け出をつい忘れが

ちです。早めに届け出をしましょう。

国民年金3つの被保険者種別
●第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、農業従

事者、学生、フリーターの方などとその

配偶者

●第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している

方（65歳以上で厚生年金保険に加入中で

あっても老齢厚生年金などの受給権があ

る方は除かれます。）

●第3号被保険者
第2号被保険者の夫（妻）に扶養されてい

る 20歳以上 60歳未満の妻（夫）

■問  ねんきんダイヤル
　� 0570-05-1165

　土地課税等縦覧帳簿および家屋課税等

縦覧帳簿の縦覧を下記により実施します。

また、固定資産課税台帳（土地・家屋・

償却資産）の閲覧も同時に行います。縦

覧帳簿の縦覧については、自分所有以外

の物件でも、地番を指定すれば縦覧する

ことができるという制度です。ただし、

縦覧帳簿のコピーはお渡しできません

（書き写しは差し支えありません）。

　また、固定資産課税台帳は、平成 22

年 1月 1日現在で所有する固定資産（土

地・家屋・償却資産）の価格などが登録

されたもので、固定資産税・都市計画税

が課税される基本となるものです。縦覧

および閲覧できる方は、納税者本人また

は納税者から委任（委任状持参のこと）

された方です。

�期間／ 4月 1日（木）～ 5月 31日（月）

　8：30～ 17：15　※土・日曜日、祝日は除く

�場所／税務課

�必要なもの／印鑑、納税通知書、運転

　免許証など

■問  税務課　� 55‐2116

　小学校に入る 1年前のお子さん（2期）

と中学校1年生相当のお子さん（3期）と

高校 3年生相当の方（4期）の麻しん風

しん予防接種の有効期限が平成 22年 3

月 31日までと近づいています。早めに

指定医療機関で受けましょう。その期間

を過ぎると有料になりますのでご注意く

ださい。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。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　後期高齢者医療保険料を納付書で納め

ていただいている方は、3月が本年度の

最終納期となります。納め忘れのないよ

う、お手元にお届けしております保険料

の通知書をご確認いただき、納期限まで

に納入されますようお願いします。

�納付場所／七十七銀行、仙台銀行、仙

　南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合

　の各本支店、町民環境課、槻木事務所

■問  町民環境課　� 55-2114

�募集人員／ 5歳児　4人

�入園資格／町内在住の平成 16年 4月

　2日から平成 17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／随時受付（土・日・休日を

　除く）　※定員になり次第終了します。

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

異動の時期は国民年金国民年金の
届出届出の時期時期です

固定資産縦覧帳簿の縦覧
および

固定資産課税台帳の閲覧

柴田町立第一幼稚園

平成22年度入園児
追加募集

今月は　 　　　　　　　

後期高齢者医療保険料の
　　　最終納期です
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�対象者／　
　1回目：平成21年7月1日～平成21年

　　　　　12月31日生まれのお子さん

　2回目：平成21年10月に1回目を接

　　　　　種したお子さん
※平成14年10月26日～平成21年6月30
　日までに生まれたお子さんで接種を延期し
　ている方も対象になります。

�注意事項／
●ＢＣＧ・麻しん風しんなど生ワクチ

ン接種後 4週間、三種混合など不活化

ワクチン接種後1週間以上経っていな

い方、下痢をしている方、けいれんを

起こして3カ月以上経っていない方は

受けられません。

●体調の悪い方や服薬中の方は受けら

れないことがあります。体調が良く

なってから受けることをお勧めします。

●生後5か月までのお子さんはＢＣＧ

予防接種を優先してください。

●母子健康手帳と予診票をお持ちくだ

さい。

�受付時間／ 12：45～ 13：15
※電話予約は不要です。指定日が都合の悪い
　場合は、下記のいずれかの日に接種してく
　ださい。

�場所／保健センター 1階

　

■問  健康福祉課　� 55-2160

高齢者のランチを楽しむ会

男の「晩（ばん）げの会」
～追加募集！～

　会員の追加募集をします。お食事はお

弁当（ワンドリンク付）です。毎月 1回

会話を楽しみながら夕食を食べませんか。

町内にお住まいの男性の方どうぞご参加

ください。

�日時／3月25日（木）16：00～17：30

　（毎月第 4木曜日を予定）

�場所／炉ばた「はたはた」

　　　　（船岡西 1丁目 1-1）

�対象／ 65歳以上で現地に集合できる

　男性ならどなたでも

�追加募集人数／ 6人

�食事代／ 1,500 円（ワンドリンク付）

�申込期限／ 3月 23日（火）

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

　170インチの大型スクリーンと迫力

ある音響で映画館のような雰囲気をみん

なで楽しもう

�日時／ 3月 26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：教材ビデオ「我

　が家の交通安全　父との約束」、侍戦

　隊シンケンジャー「銀幕版　天下分け

　目の戦」　午後の部：教材ビデオ「我が

　家の交通安全　父との約束」、映画プ

　リキュアオールスターズＤＸ「みんな

　ともだちっ☆奇跡の全員大集合」

�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

　★健康福祉課
○手芸郁子の会さんが、ぞうきんを寄贈。

　★しばたの郷土館
○齋藤幸枝さん（福井市）が、図書を寄

贈。

　★健康福祉課
○匿名さんが、社会福祉資金として

100,000 円を寄付。

○関正忠さん(船岡字新生町)が、社会福

祉資金として 100,000 円を寄付。

　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
布会を開催します。
�日時／ 4月 4日（日）～ 25日（日）
　9：00～ 16：30
※展示期間、開催時間は各団体などにより
　異なります。

�入場料／無料

　県内外の公募展などで入賞・入選し
ている町内の芸術家の作品（絵画、書、
彫刻、工芸、写真、26点）を展示し
ます。
�日時／3月20日（土）～5月30日（日）
　9:00 ～ 16:30
�入場料／大人200円、高校生100円、
　小中学生 50円（20人以上で団体割
　引有）

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のた
め、ＩＴ創作プラザの利用は 5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
各部屋の貸出ができませんので、ご理
解とご協力をお願いします。

さくら回廊 in しばた

桜の中の美術祭

対　　象　　者接種日

平 成 20年 12月 ～ 21年 2
月生まれのお子さん

4/12
（月）

平成21年 3月～5月生まれ
のお子さん

4/13
（火）

平成21年 6月～8月生まれ
のお子さん

4/16
（金）

平成21年9月～11月生まれ
のお子さん

4/22
（木）

平成 21年 12月生まれのお
子さん、7歳 6か月未満で未
接種のお子さん

4/28
（水）
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臨時職員募集（図書館司書）

第1回初心者水泳教室 
　水泳の基本動作を習得し、水に慣れ親

しみ、水は怖くないことを体験します。

�期間／ 4月 3日（土）～ 6月 26日（土）
　毎週土曜日、9：30～ 11：30

�場所／宮城県仙南総合プール
�募集人数／一般成人 15人
�受講料／ 6,000 円
※プール使用料は個人負担です。

�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など
�申込期限／ 3月 31日（水）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局
　及川俊男　

　思春期や更年期による身体的・精神的

不調、家庭や職場でのストレスなどで悩

んでいる女性の方を対象に、女性医師が

無料で相談に応じます。（完全予約制）

�日時／4月17日（土）14：00～17：00
�場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。

�予約日時／月～金曜日9：00～17：00
※休日を除く

�予約専用電話／ 090-5840-1993
　宮城県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　� 022-211-2623

　介護者同士、お茶を飲みながら気楽に

おしゃべりしませんか。事前申し込みは

不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 4月 7日（水）13：30～ 15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

　図書館開館にあたって専門の図書館司

書を募集します。

�募集対象／有資格者・経験不問
�募集人数／ 2人
�雇用期間／平成22年 4月 1日～平成
　23年 3月 31日

�勤務時間／火曜日～日曜日　8：30～
　19：15（1日 6時間勤務）月 20日程度

�賃金／時間給 850円
�申込期間／ 3月 19日（金）まで
　8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

�申込方法／生涯学習課へ履歴書（写真
　添付）を提出

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　今年から「しばた桜まつり」期間中、

交通渋滞の緩和と歩行者安全対策を図る

ため、船岡城址公園内へお車での乗り入

れはできません。しばたの郷土館前駐車

場（有料）をご利用下さい。

�駐車料金／普通車300円、マイクロバ
　ス 1,000 円・バス 2,000 円

■問  しばた桜まつり実行委員会（地域産業
　振興課内）� 55-2123

　近年の相談実績から槻木事務所での各

種相談窓口を本庁舎に集約することとな

り、槻木事務所への相談委員配置を 4月

から廃止することになりました。

　今後は、槻木事務所職員が相談に応じ

対応することとなります。

■問  町民環境課　� 55-2113

　肝臓機能障害に関する身体障害者手帳の交付申請は2月1日から受け付けを行なっ

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

　オープニングイベントにはたくさんおいでいただきましてありがとうございま

した。皆さまの広場としてお気軽にご利用いただけるよう、来て良かったと感じ

ていただけるようにスタッフ一同頑張ります。

　持ち込み情報、提案　

�展示発表したい作品　�活動、発信したい情報　�「こんなことをしてみたい、

したら楽しい」提案　など皆さんの声をお待ちしています。お気軽にご相談くだ

さい。

3月のギャラリー展示予定

�「白鳥の写真展と雪割り草」　　　3/16（火）～ 28（日）
　　凛とした白鳥の姿に去り行く冬と雪割り草に訪れる春を感じてください。

�「槻木駅と周辺を明るくする会」　3/30（火）～ 4/11（日）
　　活動記録展、地域の皆さんの地道な活動を紹介します。

�「トールペイント」　3/30（火）～ 4/11（日）
　　ご好評にお応えし第2弾の展示。小さな鉢で早春の草花を展示しています。

■問  しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」（イオンタウン柴田ショッピングセンター
　内）� 86-3631
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主な行事日学　校

交通安全教室
（1・2年）

15船岡小学校
� 55-1064

授業参観24

1 年生を迎える会28

家庭訪問28～5/11

1 年生を迎える会15槻木小学校
� 56-1029 授業参観17

家庭訪問20～23

交通教室27

交通安全教室20柴田小学校
� 56-1430 1 年生を迎える会22

授業参観24

交通教室15船迫小学校
� 55-5394 授業参観17

1 年生を迎える会22

眼科検診13西住小学校
� 53-3227 身体・視力検査

（4・5・6年）
16

身体・視力検査
（1・2・3年）

19

聴力検査
（1・2・3・5年）

22

内科検診23

授業参観24

1 年生を迎える会28

1 年生を迎える会21東船岡小学校
� 55-1811 授業参観24

登山合宿（5年）27～28

授業参観17船岡中学校
� 55-1162 修学旅行21～24

授業参観17槻木中学校
� 56-1331

授業参観24船迫中学校
� 54-1225 校内体育祭27

入学式9小学校共通

入学式8中学校共通
始業式8小中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　中国の言葉、文化、風習などに興味の

ある方、留学生の生の声で中国語を一緒

に学んでみませんか。

�日時／毎週土曜日 18：10～ 20：10
�場所／船岡公民館
�会費／ 2,500 円（月額）

■申 ■問  柴田町中国語愛好会（今野）
　

クレジットカードの
リボルビング払い�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～さくら船岡大橋

　～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）へ電話による申し込み

�申込期限／ 3月 27日（土）
※日・月曜日・祝日を除く

■問  町体育協会事務局（スポーツ振興室内）
　� 55-2030

　町の仕事や予算をわかりやすく住民に

お知らせするため、平成 22年度版の予

算説明書「よくわかる町の仕事と予算」

の冊子（110ページ程度）を作成し全戸

配布します。予算説明書に「協賛広告」を

掲載していただける事業者を募集します。

�掲載料金／1枠10,000円（掲載内容：
　事業者名・住所・電話番号）

�申込期限／ 4月 15日（木）

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

　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
�参加費／ 2,000 円
�持ち物／書道用具

■申 ■問  西住書道愛好会（三澤）
　

　クレジットの支払方法には、一括払い
や分割払いのほかに、リボルビング払い
があります。消費者は最初に決めた一定
の金額を毎月支払えば、利用限度を超え
ない範囲で、繰り返し利用できます。手
数料は前月の締切日時点の残債務額に対
して、定められた手数料率で算出されま
す。利用額が増えると手数料も高くなり、
支払額のうちの元本充当分が減り、完済
までの期間が長くなります。気軽に利用
を重ねると多重債務の一因になることも
あります。
　利用する場合は、リボ払いの仕組みを
きちんと把握することが大切です。所有
するカードの支払方法・利用明細はしっ
かり確認しましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

　障害者の自立を支援する柴田町地域活

動支援センターしらさぎでは、エコ製品

を作成しています。原材料の確保にご協

力ください。

　

　役場隣りの、おだんご処“しらさぎ”

までお願いします。
※月曜日～金曜日（土・日・祝日休み）

■問  地域活動支援センターしらさぎ
　� 54-5077、健康福祉課 � 55-5010

　囲碁・将棋に興味をお持ちの方お待ち

しています。初心者も大歓迎です。

�日時／毎月第 2・4日曜日
　9：30～ 16：00

�場所／槻木生涯学習センター
�会費／一般会員は年2,500円、小中学
　生は無料、高校生以上の学生・女性の

　方は一般会員の 1/2

■申 ■問  槻木囲碁・将棋教室事務局（関谷）
　

柴田町中国語愛好会

2010柴田さくらウォ－キング
～さくらの中を歩きませんか～

住民向け予算説明書

22年度「よくわかる町の仕事と予算」
協賛掲載募集

西住書道愛好会
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お譲りください

空の牛乳パック、お使いにならない毛
糸、布地など無償でお譲りください。

槻木囲碁・将棋教室
会員を募集しています
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