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　柴田町には、8つの公民館など生涯学

習施設があります。各種会合に、また、

趣味のサークルなどに、ぜひご利用くだ

さい。なお、休館日は、毎週月曜日（月

曜日が祝日のときはその翌日）です。

�予約受付／使用日の 3カ月前（槻木生

　涯学習センターホールは 6カ月前）か

　ら受け付けできます。

�申請受付／使用日の7日前までに使用

　する施設へ申請書を提出。使用料は 3

　日前まで納付してください。

�受付時間／火～土曜日 8:30 ～ 17:15

　（日・月曜日、祝日および時間外は受け

　付けできません）。

�施設／

槻木生涯学習センター　� 56-1997

船岡生涯学習センター　� 59-2520

船迫生涯学習センター　� 57-2011

しばたの郷土館　　　　� 55-0707

農村環境改善センター　� 56-4777

船岡公民館　　　　　　� 55-2030

西住公民館　　　　　　� 52-4101

船迫公民館　　　　　　� 56-5128

■問  生涯学習課 � 55-2135

�開会日時／ 8月 6日（水）10：00（予定）

�場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階

�議案／法定合併協議会の設置について

�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。ただし、当日の傍聴席数は 30席

　とさせていただきます。

■問  議会事務局　� 55-2136

　11歳から12歳のお子さんのジフテリ

ア破傷風予防接種（第 2期）は、もうお

受けになりましたか？対象の方には、

11歳の誕生月の前月に通知を送付して

います。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の場合でも指定

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

　麻しん風しんの発生予防とまん延防止

のため、麻しん風しんの予防接種が 2回

接種になりました。1回目は1歳のお子

さん（1期）が対象になります。2回目

は、小学校に入る 1年前のお子さん（2

期）、中学校1年生相当のお子さん（3期）、

高校 3年生相当の方（4期）が対象です。

対象の方は、指定医療機関にて早めに麻

しん風しん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の場合でも指定

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

　今年 10月から入院・通院の乳幼児医

療費助成対象者の年齢が3歳未満児から

4歳未満児に拡大します。それにより、

入院・通院ともに医療機関の窓口での医

療費が「4歳の誕生日の属する月の末日」

まで無料となります。

■問  町民環境課　� 55-2113

　家庭から出される生ごみには多くの水

分が含まれており、収集車から水分が道

路に落ち悪臭の原因になります。

　また、水分が多く含まれていると焼却

時の燃焼の妨げにもなります。台所など

の生ごみは、ごみ袋に入れる前にもう一

度『ひとしぼり』し、余分な水分を切っ

てから出すようにしてください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　食品を買うときにちょっと気になる

「食品表示」。必要な情報が書いてあり

ますか？食品表示について疑問・質問が

ありましたなら、ご連絡ください。

■問  東北農政局消費・安全部地域第三課
　� 0224-53-3811　

　� 0224-53-3813

�日時／ 8月 9日（土）・23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

■問  しばたの郷土館　� 55-0707

乳幼児医療費の
助成対象年齢が拡大されます

しばたの郷土館

トンボ玉体験会

麻しん風しん予防接種を
忘れず受けましょう

小学5・6年生の保護者の皆さんへ

ジフテリア破傷風予防接種を
忘れずに受けましょう！
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　次の検診などを申し込まれた方に受診票などを配布します。

8月 17日（日）までに受診票が届かない場合はご連絡ください。

　申し込まれなかった方で受診をご希望の方は 9月 25日（木）ま
でお申し込みください。当日会場での申し込みはできません。

【結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）】
�対象／ 40歳以上の方
�検診内容／胸部レントゲン間接撮影
�自己負担料／①75歳以上の方および65～74歳の町国民
　健康保険加入者 100円　② 40～ 64歳の町国民健康保険

　加入者 200円　③ 65～ 74歳の町国民健康保険加入者以

　外の方 200円　④上記以外の方 400円

（ご注意）受診票が届いた方で、結核検診を職場や医療機関

で受診した（する）方や治療中の方などは対象外となります

ので、受診票に必要事項を記入し、9月30日（火）までに検診
会場、健康福祉課、槻木事務所のいずれかに必ずご返却くだ

さい。

【肺がん検診（かくたん細胞診検査）】
�対象／ 50歳以上で多量に喫煙されている方または 40歳
　以上で最近6カ月以内に血の混じっているたんのあった方

�検診内容／受診票は当日作成します。たんを3日間続けて
　採り、保健センターまたは槻木事務所にご提出ください。

�自己負担料／①75歳以上の方および町国保加入者400円
　②上記以外の方 800円

【基本健康診査】
�対象／ 40歳以上で生活保護受給者の方または 4月 1日以
　降に次の異動をされた方

　①転入された方　②町国民健康保険に加入された方　③町

　国民健康保険を喪失された方
※職場などで健診を受けた方または受ける予定の方および特定健康診査ま

　たは後期高齢者健康診査対象者の方を除く。

�健診内容／問診、診察、計測（身長、体重、腹囲、血圧）、
　採血検査（脂質、肝機能、血糖）、尿検査
※心電図、眼底、貧血検査はありません。血糖検査はヘモグロビンＡ 1ｃを

　実施します。

�自己負担料／ 1,400 円

【肝炎ウイルス検診】
�対象／①40歳の方（職場などで受けたことがある方または
　受ける予定の方を除く）
※対象者全員に対して受診票を送付しますが、職場などで受けたことがある

　方または受ける予定の方は受診する必要はありません。

　② 41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことが

　ない方で受診を希望される方（電話でのお申し込みが必要
　です）
�検診内容／問診、採血検査（Ｂ型：HBs 抗原検査、Ｃ型：
　HCv抗体検査）

�自己負担料／ 700円

場所（所在地）対 象 行 政 区受付時間月  日

農村環境
　改善センター
（入間田）

23、24、26  9：00～11：008／22
（金） 21、22、25、2713：00～14：30

船岡生涯
学習センター
（中名生）

11Ａ  9：00～11：008／26
（火） 12Ｂ13：00～14：30

12Ａ  9：00～11：008／27
（水） 11Ｂ13：00～14：30

槻木生涯
　学習センター
（槻木下町）

28  9：00～11：008／28
（木） 1413：00～14：30

16（下町 1丁目・2丁目）  9：00～11：008／29
（金） 16（上記以外）13：00～14：30

平日受診で
きない方

17Ｂ
（松ヶ越2丁目）

  9：00～11：008／30
（土）

17Ｂ（上記以外）13：00～14：30

13（白幡 2丁目、3丁目、4丁目）  9：00～11：009／2
（火） 13（上記以外）、1513：00～14：30

17Ａ（槻木西1丁目、2丁目）  9：00～11：00
9／3
（水）

17Ａ（上記以外）13：00～14：30

日中受診できない方18：00～19：00

18Ｂ、19  9：00～11：009／4
（木） 18Ａ、2013：00～14：30

船迫生涯
　学習センター
（西船迫）

29Ｂ（北船岡1丁目、
西船迫2丁目、本船迫）

  9：00～11：009／9
（火）

29Ｄ13：00～14：30

29Ｂ（北船岡3丁目）  9：00～11：009／10
（水） 29Ａ13：00～14：30

29Ｃ（西船迫3丁目、本船迫）  9：00～11：009／11
（木） 29Ｃ（上記以外）13：00～14：30

29Ｂ（北船岡2丁目）9：00～11：009／12
（金） 1013：00～14：30

保健センター
（役場）

1  9：00～11：009／22
（月） 313：00～14：30

5、9Ｂ  9：00～11：009／24
（水） 813：00～14：30

30（清住町）  9：00～11：00
9／25
（木）

30（上記以外）13：00～14：30

日中受診できない方18：00～19：00

2  9：00～11：009／26
（金） 7Ｂ13：00～14：30

平日受診で
きない方

6Ｂ  9：00～11：009／27
（土） 6Ａ13：00～14：30

7 Ａ  9：00～11：009／29
（月） 9Ａ13：00～14：30

4  9：00～11：009／30
（火） 11Ｃ13：00～14：30

検診等の日程

※会場の駐車場は大変混雑します。混雑を避けるため、近所の方と乗り合いなどで来
　られるようご協力をお願いします。
※各時間帯とも検診開始直後は大変混み合いますのでご了承ください。
※指定日が都合の悪い場合は、都合の良い日時で受診してください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160※対象の年齢は、平成21年 3月 31日現在です。
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　平成20年度から、40歳から 74歳までの方を対象にこれま

での基本健診から、メタボリックシンドロームに着目した特定

健診に変わりました。

　

対象者には8月上旬までに、受診票を配布いたします。受診票

に必要事項を記入し、国民健康保険証を持参のうえ指定された日に受診ください。
※職場などで健診を受けた方または受ける予定の方を除きます。

�自己負担料／1,400円
　なお、町国民健康保険加入者で40歳から 64歳までの方は、集団の健診ではなく、

町内の医療機関で受診いただく個別の健診になります。対象者には直接受診券を送付

いたします。
　

受診券と健康保険証を持参し指定の日に受診ください。
※自己負担料は被用者保険により違います。また、被用者保険によって、受診できない場合もありま
　すので、受診券の記載内容を確認ください。

�健診内容（共通）／問診、診察、計測（身長、体重、腹囲、血圧）、採血検査（脂質、
　肝機能、血糖）、尿検査
※心電図、眼底、貧血検査はありません。血糖検査はヘモグロビンＡ1ｃを実施します。

　

75歳以上（一定の障害がある人は65歳以上）で健康診査を申し

込まれた方に、8月上旬までに、受診票を配布いたします。

受診票に必要事項を記入し、後期高齢者医療被保険者証を持参の

うえ指定された日に受診ください。
※自己負担はありません。

�健診内容／問診、診察、採血検査（脂質、肝機能、血糖）、尿検査
※心電図、眼底、貧血検査はありません。血糖検査はヘモグロビンＡ1ｃを実施します。

■問  町民環境課　� 55-2114

町国民健康保険加入者で 65歳～ 74歳までの方

被用者保険（政府管掌健康保険・共済組合・健康保険組合など）の
被扶養者（40歳から 74歳）で、受診券が発行されている方

後期高齢者健康診査

○生活機能評価とは
　心や体の動き（心身機能）だけでなく、日常生活を送る機能全体をいいます。これ

は、健康診断とは別に行われるもので、心身および日常生活の機能が低下していない

かチェックするのが「生活機能評価」です。今年度からは介護保険制度の中で行います。

○対象となる方（申込制ではありません）
　65歳以上の介護保険第一号被保険者を対象（要支援・要介護認定者を除く）に、

介護保険者の柴田町が実施します。なお、対象者の方には7月下旬に通知します。

○自己負担はありません

○生活機能評価の流れ（集団で、それぞれの受診会場で実施します）
①通知した受診票や基本チェックリストの内容を含めた問診、計測、診察などの「生

　活機能チェック」が行われます。

②チェックの結果、生活機能の低下が見られる方(特定高齢者の候補者)は生活機能検

　査を受けます。

③医師の判断により生活機能向上が必要な方は、介護予防事業などへの参加となりま

　す。

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）� 55-2159
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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／ 8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。

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
8月10日（日） 9:00～16:00
8月24日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
8月 3 日（日） 9:00～16:00

8月17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／8月7日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／8月20日（水） 19:00
場所／船岡公民館

9
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　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日土金

☆☆☆☆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

8月 5 日（火）佐藤由美子

生　　活 8月19日（火）安藤　　登

8月26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

8月 6 日（水）菊地　康子

人　　権 8月13日（水）郡山登美子

8月20日（水）桂川　クメ

8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

8月 8 日（金）大友　勝彦
人　　権

8月22日（金）本多　敬一

8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

　うっかり国民年金保険料の納付が納付期限を過ぎてしまったことはありませんか？

納付期限（翌月末）を過ぎると保険料を未納にしていることになり、障害基礎年金な

どの受給に支障がでることがあります。障害基礎年金の受給の条件は初診日の前日で

判断するので、突然の病気やけがのあと、あわてて納付しても遅いのです。

　納付期限まで確実に納付するため、保険料の納付には「口座振替」の利用をお願い

します。口座振替にすると、毎回窓口に納めにいく手間が省けて、なおかつ納め忘れ

がなく安心です。自身の分だけでなく、家族の分も引き落としすることもできます。

また、口座振替には納付書よりお得な保険料割引の制度があります。

口座振替ならではの「早割」
　保険料の引き落としは通常は納付期限となる“翌月末”ですが、1カ月早めて“当

月末”にすることで毎月50円ずつお得になります。（一部免除を受けて減額した保険

料を納付している方は早割は利用できません）

前納も納付書よりお得
　4月に 1年分を納付する「1年前納」と、4月と 10月に半年分ずつ納付する「半

年前納」が利用できます。納付書より口座振替の方が割引額は多くなりますので、ぜ

ひご利用ください。今年10月より半年前納を希望される方は、お申し込みに期限が

ありますのでお急ぎください。（平成20年度の半年前納割引額：980円）

　手続きは、①国民年金保険料納付案内書または年金手帳、②預金通帳、③通帳届出

印をご用意して、口座のある金融機関や郵便局でお申し込みください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

 責任技術者試験
�日時／ 11月 7日（金）13:30 ～ 16:00　　�場所／宮城県仙台合同庁舎
�対象／市町村に技術者として登録予定の方
�申込期間／9月 1日（月）～12日（金）　�申込先／登録予定市町村の下水道担当課

 受験講習会
�日時／ 10月 16日（木）9：00～ 16：00　　�場所／宮城県教育会館
�対象／上記試験の受験を希望する方
�申込方法／上記試験の申し込み時に併せてお申し込みください。
※試験・受験講習申込書の配布は、8月下旬からになります。

■問  上下水道課　� 55-2118、（財）宮城県下水道公社　� 022-276-2521

宮城県下水道排水設備工事責任技術者試験および受験講習会
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みやぎ県南中核病院職員募集
　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、紹介し

たい本があったらお持ちください。読み

み合いましょう。

�日時／8月21日（木）10：30～11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�参加費／無料

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

�試験日・場所／第1次試験：8月 30日（土）・みやぎ県南中核病院2階講堂
　　　　　　　　第2次試験：9月中旬頃・場所は第1次試験合格者に通知

�試験方法／第1次試験：適応検査、作文試験
　　　　　　第2次試験：人物試験（面接）、健康審査

　　　　　　身上調査：受験資格の有無および申込記載事項の真否について調査します。

�受付期間／8月 20日（水）まで（土・日・祝日除く）8：30～ 17：00
　　　　　　郵便の場合は締め切り日の17：00まで到着したものに限り受け付けます。

■申 ■問  みやぎ県南中核病院事務部総務課人事係　� 51-5500
　〒 989-1253大河原町字西38-1

　8月 1日から 31日まで「道路ふれあい月間」の運動が全国的に実施されてい

ます。道路はみんなのものです。道路に物を置いたり、ゴミを捨てたりしますと、

ひとりの不注意でも多くの人たちが迷惑します。道路は広く、美しく、安全に利

用するようにしましょう。　　　　　　　　　　　■問  都市建設課　� 55-2120

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／ 8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／ 8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

■申 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

一般競争入札による売却

�売却物件／柴田町東船迫 2丁目 17番
（宅地）

�面積／ 6,427.41�
�価格／非公表
�申込期間／ 8月 4日（月）～ 25日（月）
�入札日／ 9月 2日（火）
�入札場所／保健センター4階軽運動室

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

町有地を売却します

�日時／ 1月 11日（日）10:00 ～　　　
�場所／柴田町民体育館
　柴田町内にお住まいの新成人の皆さまへの式典案内状は、行政区長を通じてお
届けします。なお、町内に住所のない方で、柴田町の成人式に出席したい方は、
11月 28日（金）までに下記へご連絡ください。

　

　柴田町では、平成21年成人式を思い出に残る式典になるよう一緒に作り上げ、
盛り上げてもらえる新成人の方を募集しています。一生に一度しかない人生の門
出づくりに参加してみませんか。
　やる気のある新成人の方、新成人でなくても有志として成人式の企画・運営に
携わっていただける方、是非ご応募ください！実行委員会は9～12月の平日午後
7時から数回開催する予定です。希望者は、8月29日までに下記へご連絡ください。
�募集人数／10人程度

　

　成人式の式典で「抱負」「将来の夢」など“新成人としての想い”を、新成人を代表
して発表してくださる方を募集しています。あなたの「想い」を聴かせてください。
�募集人数／2人
�応募方法／新成人としての「抱負」「夢」などを1,000字以内にまとめて提出（住
　所、氏名、生年月日、電話番号を明記）。郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、持参いずれも可。
�応募締切／11月 7日（金）
�選考方法／提出された作文をもとに選考します。選考結果は通知をもってお知
　らせします。

■申 ■問  生涯学習課 � 55-2135　E-mail:social-edu@town.shibata.miyagi.jp

成人式実行委員募集！

～新成人の抱負～

採用予定日受　験　資　格採用人数職　種

平成 21年 4月 1日
助産師もしくは看護師の資格を有す
る方または平成 21年 3月末日までに
資格取得する見込みの方

30人程度
助産師
看護師

8月は「道路ふれあい月間」です



お知らせ版●6 第 609号

仙南地域職業訓練センター 料理教室参加者募集

　振り込め詐欺の被害が増加しています。

これまでは、被害にあっても振り込んで

しまったお金を取り戻すことは困難でし

たが、「振り込め詐欺救済法」が 6月 21

日から施行されたことにより、被害金が

返還（分配）されることになりました。

アドバイス
○分配を受けるには、金融機関への支払

申請が必要です。振込先の金融機関に問

い合わせ手続きを行って下さい。

○分配金は口座残高や被害にあった方の

人数などに応じて変わります。被害に

あった方は、振り込み金を引き出される

前に警察や金融機関に連絡し、振込先口

座の利用停止を求めて下さい。

ご注意ください
　金融庁によりますと、振り込め詐欺の

被害者に対して金融機関の振り込め詐欺

被害者サポートセンターなどを名乗る電

話をかけ、振り込め詐欺救済法に基づき

被害金を返還するなどの名目でＡＴＭに

誘導し、振り込ませる詐欺が発生してい

るとのことです。振り込め詐欺救済法の

手続きで、ＡＴＭの操作だけで預金口座

にお金が返還されることはありませんの

でくれぐれもご注意ください。

■問  町民環境課　� 55-2113

　ＮＴＴ東日本宮城支店では、8月中に

順次、新しい電話帳（平成 20年 9月発

行）を各家庭・事業所へお届けします。そ

の際、現在お使いの電話帳は、新しい電

話帳とお取り替えしますので、配達員へ

お渡しください。ＮＴＴでは、地球環境

保護として、回収した古い電話帳から新

しい電話帳を作る「電話帳循環型リサイ

クル」を行なっています。なお、ご不在

時などで古い電話帳を渡せなかった場合、

後日改めて回収に伺いますので、下記

「タウンページセンタ」までご連絡くだ

さい。お届けする電話帳の変更や配達冊

数の変更につきましてもタウンページセ

ンタまでご連絡ください。

■問  タウンページセンタ　� 0120-506-309

　ひとりで食べると寂しい食事もみんな

と一緒だと美味しいですね。ミニ勉強会

とおしゃべりしながら外食しませんか？

�日時／ 8月 27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
　の高齢者で現地集合できる方

�食事代／実費
�申込期限／ 8月 22日（金）

■申 ■問  佐藤　
  　　鈴木　

　誰でも作れる折紙ヒコーキのコツを学

び、飛行距離、滞空時間を競い、親子で

楽しい時間を過ごしませんか？

�日時／ 9月 6日（土）9：30～ 11：30

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／親子（父子）

�募集人数／ 15組（先着順）

�参加費／無料

�申込期限／ 8月 30日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

「振り込め詐欺救済法」
が施行されました。

ＮＴＴ東日本発行の

電話帳を配達・回収します

父子折紙ヒコーキ教室ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」

�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／8月 20日（水）　※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

講　座　内　容日　　時講座名・受講料

毎日の食事を美味しく食べて、生活
習慣病を予防するための理想的な献
立と調理法を学びます。（毎回 500
～ 600kcal 以内で 4品作ります）

9月 11日（木）
10月 9日（木）
11月 13日（木）
18：00～ 20：00

メタボリック予防
料理教室

募集人数：16人  
参加料：6,300 円
（3回コース）

職人さんと一緒に、和菓子にまつわ
る話を聞きながら、秋の季節にぴっ
たりの和菓子作りを学びます。（毎
回 2種類の和菓子作りに挑戦します）

9月 10日（水）
10月 8日（水）
11月 5日（水）
10：00～ 12：30

季節の和菓子教室
募集人数：20人  
参加料：3,500 円
（3回コース）

　今年も食中毒の心配な季節となりました。特に細菌性の食中毒が発生しやすい時期

です。食中毒菌の特性を知り食中毒を防ぎましょう。

 主な食中毒菌の特徴と予防法

○腸炎ビブリオ

　魚介類に付着する食中毒の代表的な菌です。真水や熱に弱いので、魚介類は流水で

よく洗うか十分加熱して食べましょう。

○サルモネラ

　鶏卵が原因食品となることが多いので、鶏卵は冷蔵庫に保管しましょう。

○カンピロバクター

　食肉に付着している細菌です。食肉は十分に加熱して食べましょう。

○黄色ブドウ球菌

　傷口などの化膿したところに多くいる細菌です。手指の消毒を十分に行ないましょ

う。

■問  宮城県仙南保健福祉事務所食品衛生班　� 53-3117
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　分場はらから共同作業所では、5月か

ら食品加工の仕事をする作業所となりま

した。これまでの感謝の気持ちを込めて

陶器在庫のセールを行ないます。

�日時／ 8月の木曜日～日曜日

8月 7日（木）～10日（日）、14日（木）

～ 17日（日）、21日（木）～ 24日（日）、

28日（木）～ 31日（日）

時間はいずれも 10：00～ 16：00

�場所／はらから地域生活支援センター

　（ＪＲ船岡駅隣）

■問  分場はらから共同作業所（菊地）
� 57-1413

　昨年に引き続き、今年も住民の皆さんが町の予算を身近なものと思えるよう、予算

説明書を冊子としてまとめ、7月中旬に全戸配付いたしました。ぜひご覧ください。

　また、町の予算や財政について職員が出向いてわかりやすくお話をする出前講座も

実施しています。

　下記のとおり誤りがありました。お詫びして訂正します。

　「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会」の実現にむけて、住民の自主的参

加・協力により地域のさまざまな今日的福祉ニーズに対応して、問題や課題を先取り

していくような先駆的な福祉活動を支援するとともに、地域住民の自発的な募金活動

の拡大を目的としています。

①住民団体・ＮＰＯ・ボランティア団体活動支援事業

　対象事業：上記団体などの福祉および福祉関連の保健・医療・教育・まちづくりな

　　　　　　どの活動に要する経費

②町内会活動支援事業

　対象事業：町内会の取り組む安心・安全なまちづくり支援事業

　　　　　　（例：防災訓練実施経費、防災・防犯用資機材の整備）

�助成額（上限額）／①1事業につき 40万円　② 1町内会 1事業につき 25万円

�募集期間／8月15日（金）※申請用紙は、宮城県共同募金会のホームページからダウンロード
　できます。http：//www．Akaihane-miyagi.or.jp

■問  柴田町共同募金委員会（柴田町社会福祉協議会）� 58-1771

★むつみ学園

○柴田町農村青少年クラブによる花の寄

　贈および花壇への植替え奉仕作業

★むつみ学園、山下荘

○陸上自衛隊船岡駐屯地「曹友会」によ

　る施設除草奉仕作業

★西船迫保育所

○西船迫保育所保護者会さんが、児童用

　机・CDラジカセを寄贈。

★しばたの郷土館

○土田きしのさん（船岡並松）が、着物

　を寄贈。

○小室穰嗣さん（東京都杉並区）が、小

　室達氏の作品を寄贈。

�日時／ 8月 3日（日）13：30開演

�場所／えずこホール　※入場無料

■問  白石女子高等学校（阿部）
　� 0224-25-2181

　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／9月16日（火）10：00～17：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 8月 15日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　お申し込みは必要ありません。直接会

場にお越しください。

�日時／ 8月 9日（土）13：30～ 15：30

�場所／はらから地域生活支援センター

�費用／無料
※ただし、部品を交換した場合、実費をいただ
　くことがあります。

■問  しばたおもちゃ病院（加藤）

�日時／8月20日（水）13：00～16：00

�場所／大河原町商工会

�相談料／無料

■申 ■問  柴田町商工会　� 54-2207

■問  企画財政課　� 54-2111

正誤ページ

「一般会計」対前年度比　　　0.9％

20年度予算（19年度との比較）表中

「一般会計」対前年度比　△　0.9％
P4

「副議長」「条例規定」332,000

≪特別職の月額報酬を他市町村と比

べてみると≫表中 柴田町 20年 4月～

「副議長」「条例規定」350,000

P90

「議員」「条例規定」316,000

≪特別職の月額報酬を他市町村と比

べてみると≫表中 柴田町 20年 4月～

「議員」「条例規定」333,000

P90
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■槻木生涯学習センター　� 56-1997　　

○おすしの世界旅行（竹下文子）○めっきらもっきらどおんどん（長谷川摂子）○げん

きをつくる食育絵本5巻（吉田隆子）○ぼくのパパはおおおとこ（カール・ノラック）

○猫吉一家物語（大島妙子）○宇宙への秘密の鍵（ルーシー＆スィービンウイリアムホー

キン）○生きる命（丸山健二）○きょうしつはまちがうところだ（蒔田晋治）○牛乳

パック＆ペットボトルKids 工作図鑑（立花愛子）○海の工作図鑑（岩藤しおい）○いいからいいから（長谷川義史）○なわとび

しましょ（長谷川義史）○東京島（桐野夏生）○君と会えたから（喜多川泰）○流星の絆（東野圭吾）○ダイニングアイ（東野圭

吾）○弧宿の人（上下巻）（宮部みゆき）○働くママの仕事と育児（たまごクラブ）○自分ですぐできる免疫革命（安保徹）○二宮金

次郎の一生（三戸岡道夫）○もう、さよならは言わない（榊邦彦）○月のうさぎ（瀬戸内寂聴）○楽しみながら、すこしずつ今日

から自分みがき（清川妙）○なぜ生きる（明橋大二）

■船岡生涯学習センター　� 59-2520　　

○ふしぎなキャンディーやさん（みやにしたつや）○かわいいこねこをもらってください（なりゆきわかこ）○ぼくがラーメンた

べてるとき（長谷川義史）○おもしろ自由工作ベスト20（立花愛子）○夏休みリサイクル工作と観察○夏休み工作アイデア貯金箱

○ひとつぶのえんどうまめ（こうみょうなおみ）○いろいろいろんな日（ドクター・スース）ミステリーおいしい博物館盗難事件（アー

サー・ガイサイト）○からだの自然治癒力をひきだす食事と手当て（大森一慧）○Ａ型自分の説明書（Jamais・Jamais）○Ｂ型自

分の説明書（Jamais・Jamais）○脳を活かす勉強法（茂木健一郎）○仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか（山本ケイイチ）○

天地人（上下巻）（火坂雅志）

■船迫生涯学習センター　� 57-2011　　

○てんてんてん（和歌山静子）○あなたがとてもかわいい（みやにしたつや）○ここにいきるみんなのもの（ジリアン・ローベル）

○こやたちのひとりごと（谷川俊太郎）○ちいさなあなたへ（アリスン・マギー）○みえないさんぽ－このあしあとだれの？（ゲ

ルダ・ミューラー）○いっちゃん（二宮由紀子）○しあわせコインとあつあつココア（キャロル・ディゴリー・シールズ）○ソル

ビム（ペ  ヒョンジュ）○ソルビム2（ペ  ヒョンジュ）○めんめんばあ（はせがわせつこ）○ぬ～くぬく（飯野和好）○おたねさ

ん (竹内通雅 )○楽しく実験・工作・小学生の自由研究低学年編○楽しく実験・工作・小学生の自由研究高学年編○わくわく自由

研究・工作・観察・実験ブック（1）（2）（山崎健一）○牛乳パック・ペットボトルKids 工作図鑑（立花愛子）○小学生の自由研究

1・2年生○小学生の自由研究3・4年生○小学生の自由研究5・6年生○夢をかなえるゾウ（水野敬也）○西の魔女が死んだ（梨

木香歩）

■船岡公民館　� 55-2030　　　　　　　

○ぼくがラーメンたべてるとき（長谷川義史）○ぼくのだいすきなケニアの村（ケリー・クネイン）○ブルー・バック（ティム・

ウィントン）○夏休みかんたん工作○小学生の自由研究○たのしくつかえる！親子でつくるリサイクル工作（岩野絵美子）○よし

おくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまったおはなし（及川賢二）○木の実のけんか（岩城範枝）○たねのはなし－かしこくておしゃ

れでふしぎなちいさないのち（ダイアナ・アストン）○ママのおなかをえらんできたよ。（池川明）○おんぼロボット（アキヤマレ

イ）○勉強法が変わる本（市川伸一）○Ｂ型自分の説明書（Jamais・Jamais）○ＡＢ型自分の説明書（Jamais・Jamais）○記憶

力を強くする（池谷裕二）○夢をかなえるゾウ（水野敬也）○年収2000万円の転職術（神川貴実彦）○さまよう刃（東野圭吾）

○人づきあいのレッスン（和田裕美）○3つの真実（野口嘉則）○アジア三国志（ビル・エモット）

■西住公民館　� 52-4101　　　　　　　

○ちいさなあかちゃん、こんにちは！（リヒャルト・デ・レーウ）○3年 2組は牛を飼います（木村セツ子）○なぜ、めい王星は

惑星じゃないの？（布施哲治）○夏休み工作アイデア貯金箱○絵本をつくりたい！○フリフリ（サラマクメナミー）○おぼえてい

るよ。ママのおなかにいたときのこと（池川明）○パンやのくまさん（フィービ・ウォージントン）○ゆうびんやのくまさん（フィー

ビ・ウォージントン）○うえきやのくまさん（フィービ・ウォージントン）○せきたんやのくまさん（フィービ・ウォージントン）

○ハリー・ポッターと死の秘宝（上下巻）（J.K. ローリング）○ＡＢ型自分の説明書（Jamais・Jamais）○Ｏ型自分の説明書（Jamais・

Jamais）○カラフル（森絵都）

■船迫公民館　� 56-5128　　　　　　

○じいちゃんとないしょのやまのぼり（わたなべさもじろう）○てをつなごうね、ペネロペ（アン・グッドマン）○子どもは親を

選んで生まれてくる（池川明）○胎児は知っている母親のこころ（トマス・バーニー）○収容所に生まれた僕は愛を知らない（シ

ン  ドンヒョク）○ハリー・ポッターと死の秘宝（上下巻）（J.K. ローリング）

■農村環境改善センター　� 56-4777   

○ハリー・ポッターと死の秘宝（上下巻）（J.K. ローリング）○じいちゃんとないしょのやまのぼり（わたなべさもじろう）○神の

守り人（上橋菜穂子）○蒼路の旅人（上橋菜穂子）○虚空の旅人（上橋菜穂子）○夢の守り人（上橋菜穂子）○カラッポのはなし

（佐藤さとる）○地球温暖化はとまらない（デニス・Ｔ・エイヴァリー）○ここが違う、ドイツの環境政策（今泉みね子）○エコ

クッキングで地球を救え！（三神彩子）○未来の地球は手の中に（三神彩子）○思いやりのこころ（木村耕一編著）
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�募集対象／日本画・洋画・書・写真・

　工芸の 5部門

�テーマ／自由

�募集資格／県内在住の 60歳以上のア

　マチュアの方

�出展申込料／ 500円

�申込期限／ 10月 20日（月）

�展示会場／宮城県美術館県民ギャラリー

�展示期間／12月18日（木）～21日（日）
※入場無料

　出展につきましては、部門ごとに応募

規定がありますので、詳細についてはお

問い合わせください。

■申 ■問  宮城県社会福祉協議会いきがい健
　康課　� 022-223-1171

第16回

宮城シニア美術展

　水道管布設工事に伴い、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。なお、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。

水道工事水道工事によりにより

交通規制交通規制となりますとなります

期　間交通規制

8月上旬～　　
　10月 10日（金）

点線部　　　

片側交互通行

（夜間開放）

実線部　　　

車両通行止め

（夜間開放）

①

 
 
 
 
 
 

■問  上下水道課　� 55-2119

①船岡字清住町地内

　65歳以上の方の平成20年度介護保険料額を決定しました。介護保険料額や納付方

法、納期についてお知らせします。

※上表の介護保険料額は平成18年度～平成20年度まで 3年間適用されます。
※平成17年度税制改正による「高齢者の非課税限度額の廃止」に伴い、保険料段階が上がる方に対
　し、保険料の急激な上昇を抑える緩和措置が今年度まで適用されます。

 特別徴収（年金から天引きで納付）の方
○原則として、老齢、退職（基礎）、遺族、障害年金が年額18万円以上の方

　前年度から継続して特別徴収の方は、前年度2月分の保険料額を第1期・第 2期・

第 3期それぞれの保険料額とします（仮徴収）。第4期・第 5期・第 6期の保険料額

は、決定した保険料年額から仮徴収分の保険料額を減じた額とし、年金から天引きに

よる方法で均等に分けて納付します（本徴収）。
※7月 30日頃「介護保険料額決定通知書」（はがき）を送付します。

 普通徴収（納付書・口座振替・納税組合で納付）の方
○65歳（第 1号被保険者）になった当初

○他の市区町村から転入した場合

○収入申告のやり直しなどで、保険料段階が変更になった場合

○年金担保、年金差し止め、現況届けの未提出などで年金が停止し、保険料の天引き

　による納付ができなくなった場合

○前年度特別徴収の方で、年度途中に保険料が完納となり、前年度2月分の年金から

　介護保険料の天引きによる納付がなかった場合

　普通徴収の方は、前年度の所得段階区分を用いて算定した保険料額の6分の 1の額

を第 1期・第 2期それぞれの保険料額とします（暫定賦課）。第3期・第 4期・第 5

期・第 6期の保険料額は、決定した保険料年額から暫定賦課分の保険料額を減じた額

とし、納付書、口座振替または納税組合の方法で均等に分けて納付します（本算定賦

課）。
※8月 14日頃「介護保険料納付通知書」（封書）を送付します。

※介護保険料は、年金の受給額によって納付方法が法律で定められています。納付方法を個人で選択
　することはできません。また年の途中に納付方法が変更になる場合がありますので、町からお送り
　する通知により、定められた方法で納付をお願いします。

■問  健康福祉課　� 55-2159

【平成 20年度介護保険料額】
保険料年額対　　象　　者段　階

20,400円（基準額×0.5）生活保護を受給している方、および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方第 1段階

20,400円（基準額×0.5）世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方第 2段階

30,600円（基準額×0.75）世帯全員が住民税非課税であって、第2段階以外の方第 3段階

40,800円（基準額）世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方第 4段階

51,000円（基準額×1.25）本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方第 5段階

61,200円（基準額×1.5）本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方第 6段階
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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
12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 19年 1月生まれの方1歳 6か月児健康診査8/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
6（水）

12：45～ 13：15森川先生平成 20年 3月生まれの方4か月児健康診査

  9：15～   9：45平成 19年 8月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）8（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付13（水）

12：45～ 13：15吉田先生平成 18年 4月生まれの方2歳児歯科健康診査19（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
20（水）

12：45～ 13：15板野先生、玉野井先生平成 17年 2月生まれの方3歳 6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）22（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）25（月）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）26（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付27（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）9/2（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
3（水）

12：45～ 13：15板野先生平成 20年 4月生まれの方4か月児健康診査

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 19年 2月生まれの方1歳 6か月児健康診査5（金）

  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

  9：15～   9：45平成 19年 9月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）11（木）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）12（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
53-8138大河原あいはら歯科医院51-3741大河原庄司クリニック58-2220船　岡ふなばさま医院8/3

57-1818船　岡内田歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所83-5503村　田町南診療所10

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17

56-1026槻　木飯淵歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院53-5151大河原さくら内科消化器科24

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31

53-8020大河原いのうえ歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック52-1058大河原日下内科医院9/7

57-1818船　岡内田歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科55-1702船　岡太田内科14

　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？

�日時／ 9月 9日（火）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等）、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！

�募集人数／妊婦15人（先着順）　　　　�持ち物／母子健康手帳、筆記用具
�申込期限／9月 2日（火）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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