
お知らせ版
平成20年4月1日

広報しばた・お知らせ版・第601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/

■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

�日時／4月12日（土）11：00～15：00
�場所／船岡城址公園
�募集人数／ 20団体（先着順）
�申込期限／ 4月 7日（月）15：00

■申 ■問  しばた桜まつり in よさこい（柴田
　町商工会内）� 54-2207

桜を見ながら一緒に踊りませんか？

しばた桜まつり in よさこい

　18：00からライトアップされた夜

桜も楽しめます。ぜひお越しください。

�日時／4月12日（土）～20日（日）
　○平　日：17：00～ 20：00

　○土・日： 9：00～ 20：00

　（13日のみ 9：00～ 16：00）
※桜の開花状況により、日程を変更する場合
　があります。

　アトラクションを見て、体験して船

岡駐屯地を身近に感じてみませんか。

�日時／4月13日（日）9：00～16：00
�内容／記念式典、観閲行進、装備品
　の飛行走行展示、音楽演奏、ジープ・

　ボート試乗、戦車試乗（当日整理券

　配布）、物産店ほか

■問  陸上自衛隊船岡駐屯地 司令職務室　� 55-2301

�船岡城址公園夜桜ライトアップ（開花中の21：00まで）
�スロープカー運行（ライトアップ期間中は夜も運行）
�町民フリーマーケット（12日・船岡城址公園）
�太鼓演奏（20日・船岡城址公園）
�バトン演奏、しばた桜まつり in よさこい（12日・船岡城址公園）
�蔵元直送の新酒を飲む会（13日 JR 船岡駅）
�バンドフェスティバル in 桜まつり（13日・船岡城址公園）
�さくらまつり写真コンテスト　※観光協会・茶屋組合ほか多数出店

※野外のイベントについては、天候により延期または中止になる場合があります。

■問  しばた桜まつり実行委員会事務局（地域産業振興課）� 55-2123
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　役場庁舎内で、平日に町税や上下水道

料などの収納を取り扱っていた㈱七十七

銀行派出所が7月1日から閉鎖されるこ

とになりました。これまで利用していた

皆さまにはご不便をおかけしますが、お

近くの金融機関での納入をお願いします。

また、便利な口座振替もありますのでご

利用ください。口座振替の申込用紙は、各

金融機関および役場内で配布しています。

■問  会計課　� 55-2112

　平成19年度の下水道（汚水）整備完了に伴い、4月 1日から下水道が使える区域

が広がります。今回新たに使えるようになる区域は、船岡東1丁目、船岡字東原町、

船岡字七作、船岡新栄3丁目、西船迫1丁目、船岡字清住町、船岡字大住町、船岡字

八入、船岡字山岸の一部の区域です。（図面を参照ください。）

　平成20年度の下水道（汚水）整備予定区域は、船岡新栄3・4丁目、船岡字清住

町、船岡字大住町、船岡字八入地区となります。

　下水道は、生活環境の向上や公共用水域の水質改善という役割を果たす重要な施設

です。供用区域内の方は一日も早く下水道への接続をお願いします。

　なお、町では供用開始後3年以内に水洗化をされる方に限り水洗化改造資金を無利

子で借り入れられるよう「融資あっせん」しています。

　胃がん検診を申し込まれた方に受診票

を配布します。当日受診票がないと検診

は受けられません。4月 11日（金）まで

に受診票が届かない場合はご連絡くださ

い。なお、当日会場での申し込みはでき

ません。検診を希望される方は5月9日

（金）までにお申し込みください。

■問  上下水道課　� 55-2118

凡　　　　　　　例

今回下水道が使えるようになる区域

平成 20年度に整備予定の区域

船岡東1丁目

船岡字東原町

船岡字七作

船岡新栄4丁目

船岡新栄3丁目

西船迫1丁目

船岡字山岸

船岡字八入

船岡字大住町

船岡字
清住町

�受付時間／いずれも 8：00～ 10：00

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

場　　　所月　日

保健センター4/21（月）

槻木生涯学習センター
船岡生涯学習センター

4/22（火）

槻木生涯学習センター
船岡生涯学習センター

4/23（水）

船迫生涯学習センター
船岡生涯学習センター

4/24（木）

船迫生涯学習センター
保健センター

4/25（金）

船迫生涯学習センター
保健センター

4/26（土）

保健センター4/28（月）

船迫生涯学習センター
農村環境改善センター

4/30（水）

船迫生涯学習センター
保健センター

5/1（木）

船迫生涯学習センター
槻木生涯学習センター

5/2（金）

船迫生涯学習センター
槻木生涯学習センター

5/8（木）

船迫生涯学習センター
槻木生涯学習センター

5/9（金）

槻木生涯学習センター
保健センター

5/10（土）
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�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／ 4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コース利用可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

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
4月 1 日（火）山本登起子

生　　活
4月 8 日（火）安藤　　登

4月15日（火）佐藤由美子

4月22日（火）飯渕　紀子

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい福祉
センター　� 58-1771（船岡字中島68）

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
4月 2 日（水）菊地　康子

人　　権 4月 9 日（水）郡山登美子

4月16日（水）桂川　クメ

4月23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
4月11日（金）本多　敬一

人　　権
4月25日（金）大友　勝彦

4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

※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。

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
4月13日（日） 9:00～16:00
4月27日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
4月 6 日（日） 9:00～16:00

4月20日（日） 9:00～16:00
　※行事等により変更になる場合があります。

体
育
館
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 

日時／4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／4月17日（木） 19:00
場所／船岡公民館

5
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　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

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

　町は平成18年に財政が危機的な状況となったことから、現状を打開し再建団体へ

の転落を回避するため財政再建に取り組んでいます。健全な財政を取り戻すためには

住民に情報を公開し、共有を図りながら町づくりを推進することが第一歩であると考

えました。そこで、平成19年度から町の予算や仕事の具体的内容を住民にお知らせ

するため「よくわかる町の仕事と予算」の冊子を作成して全戸配布しました。平成20

年度においても、さらに内容を充実した冊子を作成します。その予算書への団体、個

人の広告掲載を募集します。詳しくはお問い合わせください。

�掲載料金／1枠 10,000 円以上　　　�申込期限／4月 30日（水）

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

�申込方法／直接スポーツ振興室にお申し込みください。受講料は申し込みと同時に
　お支払いください。

�申込期限／4月 26日（土）

■申 ■問  スポーツ振興室　� 55-2030

期間・受講料内　　　容開催日時
教室名・会場
（対象者）

5月～ 3月
6,000 円

生活習慣病の予防を目的
とし、腰痛、膝痛、骨格の
ゆがみなどを矯正します。
（筋力トレーニング、ス
トレッチ、ウォーキング
など）

毎週木曜日
10：00～ 12：00
計 38回

体力づくり教室
船岡体育館・野外

（64歳までの町民40人）

6 月～ 11月
5,500 円

高齢者の転倒による事故
等を防止するため、運動
を取り入れ、筋力や体力
の維持・増進を図ります。
（ダンベル体操など）

毎週水曜日
13：30～ 15：00
計 22回

健康づくり教室
船岡体育館・仙南総合プール
（65歳以上の町民30人）

5 月～ 3月
8,000 円

有酸素運動を取り入れ、
つらい部分の機能回復、
心肺機能の向上を目的に
開催します。（体力測定、
水中運動）

毎週水曜日
10：00～ 12：00
計 36回

水中トレーニング教室
仙南総合プール

（64歳までの町民50人）

住民向け予算説明書

「よくわかる町の仕事と予算」広告掲載募集

平成20年度スポーツ振興室教室生を募集します
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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／ 4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／ 4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

■申 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

　乳幼児のお子さんの言葉について「あ

まり話さない」「発音がはっきりしない」

「どもってしまう」といったご心配はあ

りませんか。言語聴覚士が相談に応じま

す。（要予約）

�日時／5月20日（火）10：00～17：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 4月 18日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

�日時・場所／ 4 月 5日（土）～ 11月
　22日（土）9：00～ 15：00
　○毎月第 1土曜日：マルコ

　○第 2土曜日：イトーチエーン船岡店

　○第 3土曜日：Ａコープ槻木店

　○第 4土曜日：イトーチエーン柴田船迫店

包丁300円、はさみ500円、農機具700

円から各種承ります。

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　「運動」「スポーツ」「健康」について学習し、習得した知識や指導技術を活かして、

ボランティア活動や自治会活動など地域づくりの場で活躍できる人材の育成を目標と

しています。

�講座内容／○講座�「地域スポーツ指導者コース」

　　　　　　　主に高齢者を対象とした地域スポーツ指導者養成講座

　　　　　　○講座�「地域ヘルスケア・パートナーコース」

　　　　　　　地域の介護予防を推進する指導者養成講座

�日時／4月 22日（火）から毎週火曜日（全13回）

　　　　講座�  10：20～ 11：50、講座�  12：40～ 14：10

�場所／仙台大学　　　　　　　　　　�対象／主にシニア世代、子育て後の女性

�募集人数／各講座20人　　　　　　�受講料／各講座2万円（税込み）

�申込期限／4月 15日（火）
※申し込み用紙は、仙台大学にあります。詳しくはお問い合わせください。

■申 ■問  仙台大学事業戦略室　� 55-1380　� 55-2769

　スポーツ少年団には学区はありません。小学生なら誰でも入団できます。練習内容

や日程・費用等は各スポーツ少年団にお問い合わせください。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

連絡先代表指導者スポーツ少年団名種　　目

022-384-1664浅沼　茂樹槻木 FCサッカー

54-5616関　　宏一船迫 FC

54-3929佐久間　寛船迫小フェザンツ野　球

55-2479渡辺　義二船小イーグルス

55-1245林　　　孝柴田ガルソン野球

56-2270松田　松男槻木スピリッツ野球

52-1298金子　清一東部ディアーズ

52-0082渡辺　正俊柴田町柔道柔　道

56-6751三神　　充槻木 S.Cバドミントン

53-1592佐藤　純一にしずみ

83-3221岩間萬治郎柴田少年剣友会剣　道

55-2610　橋　利男柴田町ラグビースクールラグビー

54-1588大沼　昌幸柴田町空手・テコンドー空手道

55-5535立花　英夫柴田町空手道

68-2550森田　米男JGKA柴田

52-1529佐々木公士槻木空手道

32-3255大沼　栄広船迫空手道

55-4116工藤　　潔船迫チェリーズバレーボールバレーボール

56-4558友木　秀二柴田サニーズ

55-5272尾形　孝二船岡ホワイトサンダーズ

55-1055鈴木　章夫さくらミニバスケットクラブバスケットボール

56-2385沢田　隆雄槻木バスケットボール

仙台大学シニアカレッジ

シニア地域指導者養成講座

柴田町スポーツ少年団団員募集
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　平成20年 4月分より国民年金保険料は、月額14，410円になります。

　4月初めに社会保険庁より、年間の納付書が入った「国民年金保険料納付案内書」

が送付されます。各月の保険料は納付期限（翌月末日）までに納めましよう。（口座振

替を利用している方には送付されません。全額免除・若年者納付猶予に該当していて、

7月以降継続にならなかった方には7月に送付されます。

〈平成20年度　国民年金保険料月額〉
�定額　　　　　　　14,410 円

�定額＋付加保険料　14,810 円　　※付加保険料（400円）は変更ありません。

〈保険料の一部が免除されている場合〉
� 4分の 3免除（4分の 1納付）　　3,600 円

�半額免除（半額納付）　　　　 　　7,210 円

� 4分の 1免除（4分の 3納付）　10,810 円

　免除の承認期間が6月までであることから、4月に 4～ 6月分の納付書が送付され、

7月に 7月分以降の定額の納付書が送付されます。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　犬は狂犬病予防法に基づき狂

犬病予防注射（年 1回）をする

ことになっています。予防注射

は町で実施する集合注射の会場

または動物病院で受けてくださ

い。集団注射はどこの会場で受

けても構いません。

�料金／

○登録済みの場合 3,020 円

（内訳：注射料金 2,470 円、

注射済票交付手数料 550円）

○新規登録の場合 6,020 円

（内訳：登録手数料 3,000 円、

注射料金2,470円、注射済票

交付手数料 550円）

集団注射の時に新規登録を

お考えの方へ

　申請書は役場町民環境課に用

意しています。会場での記入も

可能ですが、集団注射をスムー

ズに行うため、事前の記入にご

協力ください。

犬が死亡した場合

　町民環境課または槻木事務所

に死亡届を出してください。死

亡届には登録鑑札と注射済票が

必要です。集合注射会場でも受

け付けます。

■問  町民環境課　� 55-2114

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬病病病病病病病病病病病病病病病予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防集集集集集集集集集集集集集集集団団団団団団団団団団団団団団団注注注注注注注注注注注注注注注射射射射射射射射射射射射射射射ををををををををををををををを実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施しししししししししししししししままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすす
集合注射会場時　間月日

海老穴集会所9:20～　9:40

4／10
（木）

葉坂構造改善センター10:00～ 10:30

入間田中央集会所10:50～ 11:20

18 Ａ区集会所13:00～ 13:30

槻木下町集会所13:50～ 14:30

土手内集会所9:20～　9:50

4／11
（金）

10区集会所10:10～ 10:40

旧羽山児童館11:00～ 11:30

船迫生涯学習センター13:00～ 14:30

成田集会所9:20～　9:50

4／14
（月）

17Ｂ区集会所10:10～ 11:00

18 Ｂ区集会所11:20～ 11:50

船迫集会所（旧船迫在分館）13:30 ～ 13:50

船迫公民館14:00～ 14:30

17 Ａ区集会所9:20～ 10:00

4／15
（火）

槻木事務所10:20～ 11:00

白幡集会所11:20～ 11:50

富沢集会所13:20～ 13:50

上川名構造改善センター14:10 ～ 14:30

下名生剣水集会所9:20～ 10:00

4／16
（水）

下名生集会所10:20～ 10:50

中名生集会所11:10～ 11:30

西船迫 5号公園13:20～ 14:30

3 区集会所9:20～　9:50

4／17
（木）

並松集会所10:10～ 10:30

6 区集会所10:50～ 11:20

中曽根集会所13:00～ 13:30

船岡公民館駐車場13:50～ 14:30

30 区集会所9:20～ 10:00

4／18
（金）

新田集会所10:20～ 10:50

新大原集会所11:10～ 11:40

柴田町役場駐車場13:10～ 14:00
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　町職員が皆さんの集会や会合に出向いて、町政について分かりやすくお話しする「まちづくり出前講座」を実施しています。新

しいメニューも加わりましたので、ぜひご利用ください。

�日時／平日および土日の9:00 ～ 21:00 の時間帯で 1講座あたり 2時間以内とします。
�場所／会場は町内とします。お申し込み団体でご用意ください。
�対象／町内に在住、在勤または在学する10人以上の方で構成された団体、グループなどです。
�受講料／講師料、教材費は原則として無料です。ただし、材料費等について実費を負担していただくこともあります。
�申込方法／代表者の方は、原則として受講希望日の14日前までに申込書をまちづくり推進課に提出してください。申込書・講
　座メニュー表は、まちづくり推進課、槻木事務所、生涯学習センターなど各施設で配布します。町のホームページからダウンロ

　ードすることもできます。
※講座担当課等の業務などの関係で、ご希望の受講日時に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

担当課等講　　　座　　　名№担当課等講　　　座　　　名№

健康福祉課

介護保険と介護予防事業27町長（総務課）町政について1

はじめましょう　介護予防教室28教育長（教育総務課）柴田町の教育について2

認知症サポーター養成講座29

企画財政課

国際交流への取り組みについて3

高齢者の現状と課題を知る30行財政改革について4

子ども家庭課子育て支援について31長期総合計画について5

地域産業振興課

柴田の観光とまつり32統計で知る柴田町の姿6

米の政策改革大綱33町の財政について7

農業振興地域整備計画について34

総務課

やさしい選挙の話8

森林（もり）のはなし35職員給与等について9

農業委員会
農業者年金制度について36災害に強い地域づくり10

農地制度について37

まちづくり推進課

交通安全教室-- 交通事故にあわないために11

都市建設課
道路のおはなし38みんなでつくろう！安全・安心なまちづくり12

しばたの都市計画39住民自治基本条例って何？13

生涯学習課

ニュースポーツ体験40男女共同参画って何？14

サークルをつくろう41税務課暮らしと税金15

子ども会をいきいきと42

町民環境課

柴田町環境基本計画と柴田町の環境について16

柴田町子ども読書活動推進計画について43柴田町のごみ分別の仕方とごみ減量・資源化について17

教育総務課

柴田町の教育方針及び重点方針について44ごみ処理施設見学会18

学校教育の現況と課題について45

健康福祉課

歯の健康教室19

児童・生徒の安全対策について46乳幼児の心身の発達20

議会事務局議会のしくみ47高齢者向けの健康のお話①（転倒予防）21

上下水道課

水道のしくみ48高齢者向けの健康のお話②（健康管理）22

水道施設の概要について49メタボリックシンドロームについて23

水道水の水質検査等について50自殺対策24

下水道のしくみ51高齢者の食事について考える25

柴田町食育推進計画について26
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　救急出動件数が増加しています。真に

緊急を要する方のために救急車の適正利

用をお願いします。

○症状が軽く「交通手段が無い」、「ちょ

　っとした発熱」、「どこの病院に行けば

　よいかわからない」などの時には民間

　の患者搬送事業者の利用や、消防署に

　問い合わせしてください。

○定期的な通院において「寝たきりなの

　で、自分だけでは動かせない」などタ

　クシー代わりに救急車を常用すること

　は控えてください。

○救急車以外に搬送の手段が無く、緊急に

　医療機関へ搬送しなければならない場

　合には迷わず救急車を利用してください。

■問  柴田消防署　� 55-2011

企画展「桜の中の美術祭」
　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を展示します。

�日時／5月25日（日）まで（月曜日休館、月曜日が祝日の場合はその翌日）
�開館時間／9：00～16：30

�入場料／大人200円　高校生100円　小中学生50円（20名以上で団体割引有）

　町内で活動している団体・個人が長年技をみがき制作した多様なジャンルの作品展示

会です。

�日時／4月6日（日）～20日（日）9:00～16:30　　�入場料／無料
※展示期間、開催時間は各団体により異なります。

'08 さくら回廊 in しばた

　平成20年4月1日から平成25年3月

31日までの 5年間、現行の 1期（1歳）、

2期（小学校就学前の 1年間にある 5歳

6歳）に加え、3期（中学 1年生に相当

する年齢の方）、4期（高校 3年生に相

当する年齢の方）まで対象を拡大します。

　2期・3期・4期の対象となる方には、

3月 28日の区長配達で麻しん風しん予

防接種の実施通知を送付します。平成

21年3月31日までに指定医療機関で予

防接種を受けてください。

　ただし、両方かかったことのある方は、

麻しん・風しん予防接種を受ける必要が

ありません。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　「クーリング ･オフ」とは「頭を冷やして良く考えて、契約を離脱する」という意味

で、消費者が訪問販売等で契約をした場合、一定の条件が整っていれば、消費者が一

方的に解除できる制度です。

知ってて得するクーリング・オフ制度

※通信販売にはクーリング ･オフ制度はありません。返品について確認してから購入しましょう。
※総額が3,000円未満で、全額現金で支払済みの契約はクーリング ･オフできません。
※乗用自動車はクーリング ･オフできません。

※控えとして裏表のコピーを取り、郵便局から配達記録郵便か簡易書留で出しましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

解除期間契約手法・契約内容契約の種類

8日間
（契約日を
含む）　

・家庭訪問販売
・キャッチセールス（路上で呼び止める）
・アポイントメントセールス（販売目的を隠して呼び出す）
・催眠商法（無料・安価で商品を配布し、その後高価商品の契約）
・展示販売（1～ 2日で移動する展示場での契約）

訪 問 販 売

業者からかかってきた電話での商品やサービスの契約電 話 勧 誘 販 売

エステティクサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソ
コン教室、結婚相手紹介サービス

長期サービス契約

20日間
（契約日を
含む）　

仕事のあっせんを条件にした資格講座や商品の契約内 職 商 法
モ ニ タ ー 商 法

知り合いを組織に参加させ加盟料や商品購入を強要マ ル チ 商 法

　「'08さくら回廊 in しばた」開催のため、4月 22日（火）ま
で施設各室（ＩＴ創作プラザ含む）の貸出し利用はできません。

4月の
施設利用について

麻しん・風しん予防接種の対象者に

3期・4期が加わりました！

　4月から、白石市図書館と白石市情報

センター（アテネ）は、仙南地域の皆さ

まにご利用いただけるようになりました。

両施設の共有利用者カードの申請には、

運転免許証などの住所、氏名、生年月日

が確認できるものが必要となりますので、

ご持参くださいますようお願いします。

■問  白石市図書館　� 0224-26-3004
　 白石市情報センター　� 0224-22-
　1500
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　介護予防の勉強と楽しくおしゃべりし

ながら外食しませんか？

�日時／ 4月 16日（水）11：00～
�場所／はたはた　
�対象／ひとり暮らしおよび日中ひとり
　の高齢者

�食事代／実費
�申込期限／ 4月 11日（金）

■申 ■問  佐藤　� 57-1065
　　  鈴木　� 55-2328

運動の基本　「子どもと高齢者の交通事故防止」
運動の重点　1　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

2　自転車の安全利用の推進
3　飲酒運転の根絶
4　道路の正しい横断の励行
5　交差点における安全確認と追突事故の防止（柴田地区重点）

　期間中、柴田町交通安全対策協議会において各種交通安全運動を展開していきます。
また、4月 10日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。家族・地域・職場など、み
んなで声掛けあって、交通ルールを守り悲惨な交通事故をなくしましょう。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　燃えるごみ減量のため、生ごみを堆肥

化する「生ごみ処理機」購入に補助金を

交付します。ただし、補助金の交付は予

算の範囲内となります。

�交付条件／町内に住所を有し、町内の
　販売店で購入する個人の方

�補助額／○ＥＭ式生ごみ堆肥化容器：
　購入金額の2分の1以内（上限3,000円）

　○電気式生ごみ処理機：購入金額の 3

　分の 1以内（上限 20,000 円）

■申 ■問  柴田町公衆衛生組合連合会事務局
　（町民環境課内）� 55-2114

　平成 20年度中に町内で家庭用浄化槽
を設置する方に対する補助金交付申請を
受け付けます。ただし、補助金の交付は
予算の範囲内となります。
�対象地域／公共下水道事業認可区域を
　除く区域
�受付開始／ 4月 1日（火）から
�補助金交付額／

　

■申 ■問  町民環境課　� 55-2114

　身近な風景を水彩で描いてみませんか。

基礎から丁寧に指導します。

�日時／第 1・第 3火曜日または水曜日
　19：00～21：00※4月15日（火）より開始

　4月～ 11月（8月休み）まで開講

�場所／しばたの郷土館
�講師／保科毅（朝日新聞散歩道のイラ
　ストを担当）

�受講料／月 2,000 円

■申 ■問  すえひさ　� 55-4954

　絵本とわらべ歌、昔の遊びを楽しみま

しょう。時間途中からの参加もお待ちし

ています。好きな絵本、紹介したい本を

1冊ご持参ください。

�日時／4月17日（木）10：30～11：30
�場所／船岡公民館（船岡小学校隣）
�参加費／無料

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　� 55-0916

�投票日時／ 4 月 20日（日）
　8：00～ 15：00
�立候補届出日時／ 4月 13日（日）、14
　日（月）両日とも 8：30～ 17：00
�立候補届出会場／○第1選挙区（槻木・
　船迫地区）柴田町土地改良区会議室　
　○第2選挙区（船岡地区）保健センター
　3階講習室

■問  選挙管理委員会　� 55-2111

�日時／4月20日（日）10：00～15：30
�場所／角田宇宙センター
�内容／ 展示 ロケットのエンジン、燃料
　タンクなど　イベント ご来場記念写
　真撮影、JAXAオリジナル風船プレゼ
　ント、など。その他イベント盛りだくさん！
※船岡駅前から無料送迎バスを運行します。

■問  宇宙航空研究開発機構角田宇宙セン
　ター　� 68-3111

　口の中のことや歯科医療について、お
気軽にご相談ください。
�日時／4月18日（金）10：00～16：00
�回答／3日以内に歯科医師が直接相談
　者にお答えします。

■問  宮城県保険医協会　� 022-265-1667

　労働契約法が3月1日から施行されま
した。この法律は、就業形態の多様化、
個別労働関係紛争の増加等に対応し、個
別の労働者及び使用者の労働関係が良好
なものとなるように、民事的なルールを
一つの法体系としてまとめた内容になっ
ています。

■問  宮城労働局　� 022-299-8838

　3月 1日号および 3月 15日号のお知
らせ版で、4月 1日から休日における死
亡、出生、婚姻などの受け付けを行なわ
ないとお知らせしましたが、町民サービ
スを考慮し、引き続き業務を行なうこと
にしました。

■問  槻木事務所　� 56-1311

生ごみ処理機購入生ごみ処理機購入を
お考えの方へ

浄化槽補助金の
交付申請を受け付けます

5人槽：332,000円、7人槽：414,000円、
10人槽：548,000 円

風景画教室

ひとりぐらし高齢者
ランチを楽しむ会開催

槻木事務所での休日受け付けは

4月以降も継続します
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　台所から出る生ごみ、米のとぎ汁、た

だ捨てるのはもったいない。安全・安心

な野菜や花づくりに生かしましょう。環

境もきれいにしていきます。

�日時／ 4 月 6日（日）13:30 ～
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／生ごみ、米のとぎ汁の生かし方、
　ぼかし作り

�参加費／ 500円（作ったものは持ち帰
　りできます）

�持ち物／ペットボトル（1.5～ 2Ｌ）に
　新鮮な米のとぎ汁を入れたもの、筆記

　用具、汚れてもよい服装

■問  自然となかよしの会　
　 伊藤玲子　� 56-1427

�活動期間／平成20年 5月～平成 21年 3月

�活動場所／槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター、 

　船岡公民館、西住公民館、船迫公民館、農村環境改善センター、しばたの郷土館

�募集人数／20人程度

�資格／特に必要としませんが、週1回 (2時間 )以上、ご協力いただける方

�活動内容／本の整備・補修・分類・紹介、読み聞かせ、貸出、普及活動（展示物・掲

　示物の工夫など）。また、本の装丁、パソコン、図書館視察等の研修を予定しています

�申込方法／お近くの生涯学習センターなどにある応募用紙に必要事項を記入し、教

　育委員会生涯学習課または各生涯学習センター・公民館などに申込みください。

�申込期限／4月 18日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　県では、地域福祉に関心があり、地域で活動したいと考えている熱意のある方を募

集します。

�内容／研修等を通じて地域福祉に関する知識を深め、仲間づくりをしながら、地域

　で自主的に活躍できる方を養成、支援します。

�期間／原則として2年間

�対象／仙南地域にお住まいの方及び仙南地域に関心のある方

�募集人数／25人

�応募方法／住所、氏名、年齢、職業、電話番号、地域福祉（保健・医療・福祉）に

　関するご意見や期待などを自由に記入し、封書で申し込みください。

�申込期限／4月 25日（金）

■申  仙南保健福祉事務所企画班　〒989-1243 大河原町字南129-1　� 53-3116

　これまで地籍調査が実施された土地については、調査の完了した土地と未完了の土

地との税負担の公平性を考慮し、税額計算に用いる地積を次のように取り扱ってきま

した。

①調査により登記地積が増加した場合には、調査前の登記地積による課税を行う

②調査により登記地積が減少した場合には、減少した登記地積による課税を行う

　このことにより、調査した地積が地籍調査以前の登記簿の地積より大きくなる場合

に、調査前と調査後の税の増額を抑制してきたという経緯があります。しかしこの措

置があることにより、実測面積課税物件と従前面積課税物件という2種類の土地が存

することとなり、調査進捗率が格段に高まった現在、税の均衡性の見地からはいささ

か不公平な状況となっています。

　このような状況を踏まえ、平成21年度からの土地にかかる固定資産税・都市計画

税を全て登記地積により評価・課税することになりました。登記地積（国調地積後）

と調査前の地積（評価地積）の相違は、毎年5月に送付している納税通知書添付の課

税資産明細書で確認することができます。さらに、今回の措置が直接該当することと

なる納税者の方には、今年度（平成20年度）の納税通知書に課税比較明細書を同封

いたしますので、平成21年度の納付額の参考にしてください。

■問  税務課　� 55‐2116

�活動内容／日常生活の範囲内で知り得
　た河川に関する情報や要望の提供、河

　川愛護思想を広める活動

�活動期間／ 7月 1日～ 1年間
�応募資格／ 20歳以上（4月 1日現在）
　の河川に関心のある方

�募集人員／ 1～ 2人程度
�報酬／月額 4,580 円程度
�申込期限／ 5月 9日（金）

■申 ■問  国土交通省東北地方整備局
　仙台河川国道事務所岩沼出張所
　� 0223-22-2801
　http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/

　町内歯科医により「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

無料で歯科健診などを開催します。

�開催日／ 5月 16日（金）
�受付時間／ 9：30～ 9：50
�場所／保健センター 1階
�内容／○歯科健診（無料）○簡単に作
　れるおやつの試食○妊婦と産まれてく

　るお子さんの歯の健康について　ほか

�募集人数／妊婦 15人（先着順）
�持ち物／母子健康手帳
�申込期限／ 5月 9日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

～本のちょっと支援隊～

生涯学習センターなどの図書室ボランティア募集

平成20年度「みやぎの地域福祉仙南実践塾」

河川愛護モニター募集

にこにこ妊婦
歯っぴータイム
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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。

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

4/2（水）
12:45 ～ 13:15毛利先生平成 19年 11月生まれの方4か月児健康診査

12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、菊池先生平成 18年 9月生まれの方1歳 6か月児健康診査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

  9:15 ～   9:45平成 19年 4月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）10（木）

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（月）
12:45 ～ 13:15吉田先生平成 17年 12月生まれの方2歳児歯科健康診査15（火）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

16（水）
12:45 ～ 13:15高山先生、玉野井先生平成 16年 10月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9:00 ～ 10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）17（木）

  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）21（月）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付23（水）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付30（水）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

5/7（水）
12:45 ～ 13:15宮上先生平成 19年 12月生まれの方4か月児健康診査

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）8（木）
12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、大友先生平成 18年 10月生まれの方1歳 6か月児健康診査9（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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56-1012槻　木玉渕医院4/6
55-5126船　岡和野歯科医院52-3115大河原かわち医院54-2316船　岡村川医院13
53-8138大河原あいはら歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科58-2220船　岡ふなばさま医院20
55-1100船　岡安西歯科医院51-3741大河原庄司クリニック83-5503村　田町南診療所27
53-2348大河原安藤歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所83-2088村　田山田医院29
83-2061村　田吉田歯科医院83-2172村　田善積医院57-2310船　岡しばた協同クリニック5/3
84-2266川　崎山家歯科クリニック57-1231船　岡高沢外科・胃腸科83-2445村　田中核病院村田診療所4
52-3900大河原さくら歯科51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-2316船　岡村川医院5
52-1563大河原もり歯科クリニック54-1034船　岡船岡今野病院83-5503村　田町南診療所6

　未就学のお子さんをもつ保護者の方の
子育てを応援するボランティアです。子
どもたちとのふれあいが大好きな方の参
加をお待ちしています！
�場所／柴田町内
�内容／年間約 20回の活動
※5回の研修会を実施します。資格・経験は問
　いません

�募集人数／ 5人程度
�申込期限／ 4月 15日（火）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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。（予約制）
�日時／4月19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
�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

柴田町子育てサポーター募集！
�対象／6月4日現在満80歳以上で20

　本以上（治療完了）の歯がある健康な方

�応募方法／はがきまたは FAXに住所、

　氏名、年齢、電話番号、かかりつけまた

　は最寄りの歯科医院をご記入ください。

�応募期限／ 4月 18日（金）

■申 ■問  宮城県歯科医師会「コンクール事務
　局」〒980-0803仙台市青葉区国分

　町1-5-1

　�022-222-5960　�022-215-3442

8020よい歯のコンクール


