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　平成20年8月6日、「柴田町・村田町・

大河原町合併協議会」の設置議案が 3町

の議会で可決され、8月 8日に 3町の協

議により、法定協議会が設置されました。

合併協議会は、合併の是非を含め合併に

関する協議や、合併に伴う新市の基本計

画の作成・検討などを行うための組織で

す。今後、3町合併について合併協議会

で検討していくことになります。

■問  企画財政課　� 54-2111

　3回のイベントを通して親子の絆を深め、子育てのヒントをつかみませんか？

 第 1回 「親子ふれあい体操教室」

　�日時／ 9月 20日（土）10：00～ 12：00　　  �場所／船迫生涯学習センター

 第 2回 「絵本と読み聞かせの講演会」

　�日時／ 10月 25日（土）10：00～ 12：00　　�場所／船迫生涯学習センター

 第3回 音楽と劇「みんなおいで！ ｣

　�日時／ 11月 22日（土）10：00～ 12：00　　�場所／船岡生涯学習センター

�対象／平成18年 4月～平成 19年 3月の間に生まれたお子さんと保護者の方で、

　原則として3回とも出席できる方

�募集人数／50組程度　※参加費無料　　　　�申込期限／9月 16日（火）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　10月 1日、全国で平成 20年住宅・土

地統計調査が行われます。豊かな住生活

を実現するための大切な調査です。統計

調査員が伺いましたら、ご協力をお願い

します。

■問  企画財政課　� 54-2111

�募集人数／4歳児　30人

�入園資格／町内に居住する平成16年 4月 2日～平成17年 4月 1日までに生まれ

　たお子さん

�在園期間／平成21年 4月 1日～平成 23年 3月 31日

�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。

�配布・受付期間／9月 16日（火）～ 10月 10日（金）8：30～ 17：15（土・日・休日

　を除く）

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　3つの道具を使い音楽に合わせて行う健康体操「3B体操」と、よりよい人間関係を

つくるための「コミュニケーション手法」を学びませんか。

「3歳児ワールド2008」参加親子募集！

柴田町立第一幼稚園　平成 21年度入園児募集

男女共同参画推進事業

3Ｂ体操＆コミュニケーショントレーニング

�対象／30～40代の男女で、①②どちらも参加できる方　�募集人数／20人（先着順）

�講師／宮城学院大学教授　浅野冨美枝氏　　　�申込期限／9月 25日（木）
※託児を希望する方は、事前にお申し込みください。（2歳児～未就学児まで）

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55‐2278

内　　　　容日 時 ・ 場 所

3Ｂ体操
コミュニケーション力をアップしよう

10月 4日（土）13：30～ 16：00
船岡生涯学習センター

①

コミュニケーションのスキルアップ
12月 13日（土）13：30～ 15：00
船迫生涯学習センター

②

住宅・土地統計調査にご協力を

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね！～

�日時／9月11日（木）10：00～11：30
�場所／西住公民館
�対象学区／西住小学校区

�日時／9月18日（木）10：00～11：30
�場所／船迫公民館
�対象学区／船迫小学校区

�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。事前のお
　申し込みは不要です。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫
　児童館内）　� 54-4040
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　後期高齢者医療制度は、より円滑な運営のために見直しがされることになりました。

　
均等割額の軽減…均等割額が7割軽減されている方は、8.5 割軽減になります。
所得割額の軽減…所得の低い方（年金収入のみの場合、年額153万円超～ 211万円
　　　　　　　　以下の方）は、所得割額が50％軽減されます。
※該当する方には、軽減後の保険料額のお知らせを今月中旬に送付します。なお、改めて手続きをし
　ていただく必要はありません。

　

【対象となる方】
○後期高齢者医療制度に加入する直前の過去2年間に、国民健康保険税を滞りなく確
　実に納付していた方で、本人の口座から口座振替する場合
○年金収入が180万円未満の方で、世帯主や配偶者の口座から口座振替できる方
※世帯主や配偶者の口座から口座振替によりお支払いいただいた保険料は、保険料を支払った世帯主
　や配偶者の社会保険料控除の対象になります。
※口座振替を希望される方は、町民環境課保険年金班の窓口に申し出ください。
　なお、天引きから口座振替へ切り替わるのは、手続きをしてから約2カ月後になります。

■問  町民環境課　� 55-2114

�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／ 9月 21日（日）  毎月第 3日曜日　　

�臨時休館／ 9月 28日（日）  ※トレーニング室のみ休館　　

○…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
9月14日（日） 9:00～16:00
9月28日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
9月 7 日（日） 13:00～16:00

9月21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／9月11日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／9月18日（木） 19:00
場所／船岡公民館

10
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日
区分 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

☆☆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
9月 2 日（火）飯渕　紀子

生　　活
9月 9 日（火）山本登起子

9月16日（（火）安藤　　登

9月30日（火）佐藤由美子

■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
9月 3 日（水）菊地　康子

人　　権 9月10日（水）郡山登美子

9月17日（水）桂川　クメ

9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
9月12日（金）大友　勝彦

人　　権
9月26日（金）本多　敬一

9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

　肺炎球菌は、肺炎を引き起こす細菌の一種で、高齢者肺炎では最も多い原因といわ
れています。予防には肺炎球菌ワクチン接種が効果的です。対象となる方で、希望さ
れる方はお申し込みください。

　
■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

所得の低い方の保険料がさらに軽減されます。

保険料のお支払い方法を、「年金天引き」から「口座振替」に切り替えることがで
きるようになりました。

�接種期間／9月16日（火）～10月31日（金）
�申込期間／9月1日（月）～9月30日（火）
�対象／接種日に 65歳以上で、次の
　①または②に該当する方
　①要介護認定 3、4、5の方
　②腎臓疾患、呼吸器疾患、心臓疾患
　　で身体障害者手帳をお持ちの方
注）肺炎球菌ワクチンは 1回接種のため、過
　去に接種された方は、対象外となります。

�自己負担料／ 3,500 円
�持ち物／介護保険証または身体障害
　者手帳、健康手帳（お持ちの方）、予
　診票（申込者に送付します）
�実施医療機関／乾医院、太田内科、大沼
　胃腸科外科婦人科医院、佐藤内科クリニッ
　ク、しばた協同クリニック、仙南クリニック、
　高橋医院、玉渕医院、船岡今野病院、ふなは
　ざま医院、宮上クリニック、村川医院
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　近い将来、高い確率で宮城県沖を震源

とする大規模地震が起こると予想されて

います。これらに対応し、町では旧耐震

基準で建てられた木造住宅の耐震強度に

ついて、正しく認識していただくため、

戸建て木造住宅の耐震診断助成事業を

行っています。

�内容／県・仙台市が認定した耐震診断

　士を派遣し、住宅の耐震診断と改修計

　画を行います。

�対象／昭和56年5月31日以前に着工

　した木造戸建て住宅

�費用／住宅の延床面積により 8,000

　円以上の自己負担が掛かります。

�募集件数／ 10件（先着順）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2120

木造住宅耐震診断助成事業
　平成21年度から新たに固定資産税・
都市計画税の対象となる建物（平成20
年 1月 2日以降に新築、または増築さ
れたもの）の調査を実施しています。
調査員が伺いますので、ご協力をお願
いします。また、ご希望の調査日があ
りましたら税務課までご連絡ください。

　

　建物（物置を含む）の全部、または
一部を取り壊した場合には、建物滅失
届を提出してください。後日、現地調
査により建物の滅失を確認します。取
り壊した建物につきましては、翌年か
ら課税台帳より削除されます。届出用
紙は税務課・槻木事務所にあります。

■問  税務課　� 55-2116

新築・増築

家屋の調査にご協力ください

建物を取り壊した場合はご連絡を

【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

【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

【肝炎ウイルス検診】
�対象／① 40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）
※対象となる方にはすでに通知しています。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
�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

【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　　　　�自己負担料／ 1,400 円

　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。

※対象の年齢は、平成21年 3月 31日現在です。日程や会場などの詳細については、お知らせ版8

月 1日号をご覧ください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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　平成19年 2月に原油価格の高騰による暖房用灯油購入費の助成として申請された

方に、柴田スタンプ会の共通商品券を交付しました。商品券は灯油の購入や食料品、

日常生活用品購入でも利用できます。スタンプ会加盟店でお早めにご利用ください。

■問  企画財政課　� 54-2111

　町内3個所で新たに交通規制が実施さ

れました。

 最高速度規制
都市計画街路 新栄通線　40�

町道槻木 158号線（槻木中学校裏）30�

 通行規制
町道船岡土手内 41号線（白石川右岸の

堤防）土、日、休日の 7：00～ 9：00ま

で軽車両を除く車両進入禁止※生活道路
として通行許可を得て通過する車両があります。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

�日時／ 9月 5日（金）、19日（金）
�区域／市街地を除く町内全域
�重点地区／白石川（東北リコー下流域）、
　阿武隈川、農業用ため池

�対象鳥獣／カラス、カルガモ
�捕獲方法／町有害鳥獣駆除隊員が銃器
　で捕獲します。
※隊員は、だいだい色の腕章を付け、鳥獣捕獲
　許可証を携帯しています。

■問  地域産業振興課　� 55‐2122

　地球温暖化防止活動を推進するため、

取り組みへのアドバイスなどを行う推進

員を募集します。

�募集人数／ 30人程度
�応募資格／地球温暖化防止活動に熱意
　のある県内に住む 20歳以上の方

�募集期間／9月1日（月）～10月17日（金）
�応募方法／県環境政策課で配布する募
　集要項により、必要書類を持参または

　郵送ください。

■申 ■問  県環境政策課　� 022-211-2661

　制度に関する紹介、相談は下記まで。

■問  大河原総合労働相談コーナー（大河原
　労働基準監督署内）　� 53-2154
　宮城労働局総合労働相談コーナー
　� 022‐299-8834

　下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。施工期間中は、全区間を一度に通

行止めにしないで、約20ｍ～30ｍ毎に

区切って順次施工します。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。

(問 ) 上下水道課　】 55-2118

■問  上下水道課　� 55-2118

　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。

■問  上下水道課　� 55-2119

期　間交通規制

9月上旬～　　
　12月 25日

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

9月中旬～　　
　2月 20日

車両通行止め
（夜間開放）②

① 船岡中央一丁目地内

② 船岡字七作地内

期　間交通規制

9月中旬～  
　1月 30日

車両通行止め
（昼夜間共）

①

9月中旬～  
　12月 10日

車両通行止め
（昼夜間共）

②

9月中旬～  
　1月 30日

歩道部施工時
昼間片側交互通行

車道部施工時
昼夜間車両通行止め

③

9月中旬～  
　2月 20日

車両通行止め
（昼夜間共）

④

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

下水道工事下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

有害鳥獣捕獲のお知らせ

地球温暖化防止
活動推進員募集

船岡字大住町地区

船岡新栄 3・4丁目地内
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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／9月9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／9月9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
　健康対策班　� 53-3121

　麻しん風しんの撲滅を図るためには、麻しん風しんの予防接種を2回受けることが

重要です。1回目は 1歳のお子さん（1期）が対象です。2回目は小学校に入る1年

前のお子さん（2期）、中学 1年生相当のお子さん（3期）、高校 3年生相当の方（4

期）が対象となります。対象年齢を過ぎると有料になります。指定医療機関で早めに

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

　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／ 9月 17日（水）11：00～
�場所／一休（西船迫）
�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／ 9月 12日（金）

■申 ■問  佐藤　
　　  鈴木　

　宮城県社会福祉協議会では、高齢者・
障害児（者）およびその家族の方などを
対象に、さまざまな悩みごとや心配ごと
に対し、弁護士、保健師、相談員が電話
での相談に応じます。相談は無料です。
�日時／ 9月 11日（木）・12日（金）
　10：00～ 12：00、13：00～ 15：00
�相談電話／ 022-221-7830（悩みゼロ）

■問  宮城県社会福祉協議会総合相談セン
　ター　� 022-223-1165

　盲学校の教育内容を一般の方にもご理

解いただくために毎年実施しています。

関心のある方、見えにくさで悩んでいる

方など、どなたでも参加できますので、

ぜひお越しください。

�日時／10月14日（火）10：00～15：00

�場所／宮城県立盲学校（仙台市青葉区）

�内容／公開授業、視覚補助具や点字な

　どの紹介、全盲・弱視体験

�申込期限／ 10月 7日（火）
※昼食は各自ご持参ください。

■申 ■問  宮城県立盲学校教育支援相談部（千
　田）　� 022-234-6333

　特定健診、後期高齢者健診時に「成人

歯科相談」を無料で実施します。この機

会にぜひ「お口の中のことについて」お

気軽にご相談ください。予約は不要です。

　

�受付時間／ 9：15～ 11：15
�内容／●歯や歯茎について歯科医に相
　談●簡単に歯の状態を診察

�対象／ 65歳以上の方

■問  健康福祉課　� 55-2160

　最近もの忘れがひどくなった、認知症の高齢者を介護しているがケアの仕方がわか

らないなど、お困りの方に対し専門医師による無料相談を実施します。

�日時／ 9月 24日（水）13：30～ 15：00　　　�場所／保健センター
※予約が必要です。外出できない方は、自宅訪問による相談もできます。

◎認知症に関する相談窓口は、地域包括支援センターです。

■予 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）　� 55-2159

　認知症の方を介護している家族の悩み、相談について家族同士が具体的に話し合う

ことで孤立無援の思いから開放し、介護負担の軽減を図るものです。

�日時／ 10月 2日（木）13：30～ 15：30　　　　�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／①認知症の人と家族の会宮城県支部代表関東氏の講話
　　　　②家族同士の話し合い　※関東氏が介護相談も行います。

�対象／介護中の方、介護に関心のある方　　  　�参加費／無料
�申込期限／10月 1日（水）　　　　�主催／（社）認知症の人と家族の会宮城県支部

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）　� 55-2159

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」

場　　　所実  施  日

保健センター 1階

9月 24日（水）

9月 25日（木）

9月 26日（金）
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　子どもを残して一家の支えにもしものことがあったとき、遺族を支える仕組みとし
て、「遺族基礎年金」があります。
次のどちらかの条件を満たしていることが必要です
●死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間（若年者
　納付猶予期間・学生納付特例期間を含む）を合わせた期間が3分の 2以上あること。
　（死亡日が平成28年 3月 31日以前のときは、特例として死亡月の前々月までの1
　年間に保険料の未納が無ければよいことになっています）
●死亡した方が老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。（納付や免除の期
　間があわせて25年以上あること）
年金の受け取りができる人
●亡くなった時に生計を維持されていた「子のある妻」または「子」
※「子」とは次のどちらかにあてはまる子どものことをいいます

　・18歳到達年度の末日までにある子または20歳未満で障害等級が1級、2級の子
年金額（年額）
●子のある妻が受けるとき1,020,000 円（子 1人分の加算額を含む）
●子が受けるとき792,100 円（子 1人の場合）
　　生計を維持された18歳未満の子または障害のある20歳未満の子が2人以上いる
　ときは次の額が加算されます。
●2人目の子について227,900 円
● 3人目以降の子1人につき 75,900 円

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3112

�日時／10月5日（日）13：30～16：00

�場所／船迫生涯学習センター

�参加費／ 200円

■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習
　センター内）　� 56-1997

�日時／9月13日（土）13：00～18：00
※小雨決行（雨天の場合は、14日に延期）

�場所／船岡銀座通り商店街

�内容／空き缶交缶会、ラムネ早飲み、子

　どもみこし、よさこい演舞、歌謡ショー、

　大抽選会など

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　子どもからお年寄りまで楽しめるイベ

ントを用意しています。ぜひご来場くだ

さい。

�日時／ 9月 7日（日）10：00～ 15：30

�場所／角田宇宙センター

�内容／ペットボトルロケット体験教室、

　ロケット噴射器噴射実験、宇宙クイズ

　大会、宇宙食試食コーナーなど
※船岡駅より無料シャトルバスを運行します。

■問  角田宇宙センター　� 68-3111

�日時／ 9月 20日（土）18：30～

�場所／はたはた（船岡）

�会費／男性 5,000 円、女性 3,000 円

　（年会費を含む）

■問  進藤　

�申込方法／電話またはFAX（氏名・連絡先を記入）でお申し込みください。
�申込期限／9月 17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

　ラーメン作りの基本、麺づくりからスープづくりまでお教えします。
�日時／ 9月 13日（土）9：30～ 12：00　　　�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／6人（先着順）　　　�参加費／1,000円　　　�持ち物／エプロン
�申込期限／9月 12日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

仙南地域職業訓練センター 料理教室参加者募集

ぜいたく味噌らーめんの太陽の村直伝　麺からつくるラーメン作り教室

受 講 料日　　時講  座  内  容講　座　名

6,300 円
（3回コース）

10月 16日（木）
11月 20日（木）
12月 18日（木）
10：00～ 12：30

プロと一緒に、家庭でもおい
しく簡単に作れる本格中華
料理に挑戦！
（前菜、点心、主菜、デザー
トの 4品を作ります）

家庭でできる
簡単中華料理教室

募集人数：16人
講師 : 現代の名工　
　　 熊谷富幸 氏
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アロマテラピー講座

　ご家庭にある庭木の手入れを巧みにこ

なす技を身に付けます。

�日時／ 9月 24日（水）9：30～ 12：00

�場所／農村環境改善センター

�対象／成人男性

�募集人数／ 10人（先着順）

�参加費／無料

�持ち物／剪定ハサミ、作業着

�申込期限／ 9月 18日（木）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

とうちゃんの技磨き
（庭木の手入れ）

～仙南の古俳人～ 不  慍  書  巣 の 松  窓  乙  二 展
ふ うん しょ そう しょう そう おつ に

　不慍書巣の主、医師故加藤政勝先生は飢饉史の研究に志し、その資料を俳諧に求めま

した。先生が松窓乙二研究に注いだ情熱の一端を書巣所蔵の資料により紹介し、併せて、

町内に残る俳諧の資料とともに紹介します。

�会期／ 9月 28日（日）まで　　　　�開館時間／9：00～16：30

�場所／しばたの郷土館

�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）

　県内外の公募展などで入賞・入選し活躍した故平井紫葉氏の作品を展示します。

�会期／ 9月 7日（日）まで　　　�開館時間／9：00～16：30

�場所／しばたの郷土館　　　�入場料／無料　　　�主催／柴田町拓本の会

�日時／ 9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。

�対象／小学4年生以上　　　�参加費／600円

　中秋の名月「おめげっつぁん」月をめでながら静かな時の流れを感じてみませんか。

�日時／ 9月 14日（日）18：30～20：30

平井紫葉（照代）写仏・遺墨展

　親子で楽しくゲームやスポーツを楽し

みませんか。参加費は無料です。

�日時／ 9月 27日（土）9：30～ 11：30

�場所／柴田町民体育館

�対象／小学生の親子

�募集人数／親子 15組（先着順）

�持ち物／上履き、飲み物

�申込期限／ 9月 26日（金）

■申 ■問  船岡生涯学習センター � 59-2520
　船岡公民館　� 55-2030

　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。参加費は無料です。

�日時／9月18日（木）10：30～11：30
�場所／船岡生涯学習センター

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

�日時／9月18日（木）～12月4日（木）
　毎週木曜日の 18：50～ 21：00

�場所／船迫公民館

�募集人数／ 10人（先着順）

�参加費／ 6,000 円
※指導教本 1,000 円別途購入

■申 ■問  船岡社交ダンス愛好会事務局（及川）
　

　町内産の新米と地場産の食材を使用し

た、「しばたのおいしいごはん」をご提供

いたします。

�日時／10月5日（日）10：40～14：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／ふるさとの食卓（昼食バイキン
　グ）、餅つき体験、昔遊びのコーナー、

　新鮮野菜の直売など

�当日・前売券／ 1,000 円（小学生 500円）
※前売券は 9月 10日（水）から発売します。
※当日券には数に限りがあります。前売券をお
　求めください。

�前売券発売所／柴田町太陽の村、産直
　会木よう市、ＪＡみやぎ仙南柴田地区

　本部、地域産業振興課

�主催／しばたコメ祭り実行委員会

■問  地域産業振興課　� 55-2122

　本を読む楽しさを発見しよう。本を読

んだ後にはゲームをします。遊びを通し

読書力を身に付けるゲームです。

�日時／9月11日（木）15：00～16：30
�場所／西住公民館
�対象／幼児～小学生とその保護者
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 9月 10日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター � 59-2520
　西住公民館　� 52-4101

　毎日のお仕事や家事で疲れた心と体を

癒したい、またはアロマテラピーって何。

そんな初心者向けの講座です。

�日時／9月24日（水）13：30～15：30
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／成人
�募集人数／ 12人（先着順）
�参加費／ 700円
�持ち物／筆記用具
�申込期限／ 9月 17日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

9 月のトンボ玉体験会

中 庭 観 月 会

ウィークエンド遊ゆう塾

親子であそぼう

船岡社交ダンス愛好会

社交ダンス初級者講習会

絵本の世界探検隊
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気をつけましょう！
クレジットの使い方

　現代は気軽にクレジットが利用できる時代です。とても便利な反面、危険性も潜ん

でいます。次の点に留意して上手な利用を心掛けましょう。

○クレジットカードの利用は、借金することと同じです。
　返済に無理が生じないよう、自分なりの利用限度額を決めておきましょう。

○カードはむやみに作らない。
　あまり使わないカードは解約し処分しましょう。（カード会社の指示に従う）

○暗証番号は誰にも（家族にも）教えない。
　生年月日など推測されやすい数字は使わないようにしましょう。

○支払明細を確認する。
　利用明細書、ＡＴＭ引出明細書などはきちんと整理し、明細書の請求内容を必ず

チェックしましょう。利用した覚えがない内容があれば、すぐカード会社に連絡しま

しょう。

○カードは貸さない、無くさない。
　紛失・盗難に気付いたらすぐカード会社と最寄りの警察に届けましょう。また、人

に貸すのは禁物です。カード会社からの請求は名義人のあなたにきます。

■問  町民環境課　� 55-2113

　現代はストレス社会と言われています。
県内では毎年 600人を越える人が自ら
命を断っています。誰かに話をすること
で、気持ちが軽くなることもあります。
1人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 県精神保健福祉センター
こころの相談電話
�日時／月～金曜日 9：30～ 16：00
　（12：00～ 13：00を除く )
　� 0229-23-0302

 県仙南保健福祉事務所（母子・障害班）
�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15
　� 53-3132

 仙台いのちの電話
「毎月 10日は自殺予防いのちの電話」
�日時／ 8：00～翌朝 8：00
　� 0120-738-556

 健康福祉課（保健班）
�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15
　� 55-2160　「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、

スポーツ・ボランティア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

て開講します。

�講座内容／○講座�「地域スポーツ指導者コース」

主に地域スポーツ（クラブ）活動などの運営を志す人を対象とした指

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／9月 30日（火）から毎週火曜日（全13回）※11/8、12/23、12/30 を除く

　　　　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、子育て後の女性など

�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／9月 18日（木）
※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　� 57-2769

�日時／9月13日（土）10：00～15：00
�場所／えずこホール
�内容／●大ホール：ディズニー映画「レ
　ミーのおいしいレストラン」（10：00

　～、13：00～）●平土間ホール：ジャン

　グル大帝、盲導犬クイールの一生ほか

　●会議室：地域の映像上映●柴田町星

　を見る会の協力による太陽望遠鏡の展

　示●その他、機材展示・紙しばいなど、

　いろいろ楽しめるコーナーがいっぱい

�入場料／無料

■問  視聴覚教材センター　� 52-3433

　現在の白石高校と白石女子高は、平成22年 4月に統合して新しい「宮城県白石高

等学校」としてスタートします。このたび、校歌の歌詞と校章デザインを募集するこ

とになりました。

�校歌の歌詞／白石高校・白石女子高校の同窓会員（含、旧制中学校・女学校、旧・

　現職員、在校生）から募集

�校章デザイン／両校の在校生・同窓生を中心に、広く一般公募
※募集期間は、今秋数カ月間を予定していますが、詳しい募集方法などにつきましては、8月中旬か
　ら両校のホームページなどでお知らせします。お問い合わせは、両校の教頭もしくは統合準備委員
　会事務局担当まで。

■問  統合準備委員会事務局（白石高等学校内）　� 0224‐25‐3154
　白石女子高等学校　� 0224‐25‐2181

　文化部の発表・展示、クラスの展示・

模擬店のほか、体育科の「実技発表会」

ではダイナミックな技術を披露します！

�日時／ 9月 6日（土）9：30～ 14：30
　体育科「実技発表会」12：00～ 14：00

�場所／柴田高等学校

■問  柴田高等学校（佐藤）� 56-3801

仙台大学シニアカレッジ  シニア地域指導者養成講座

新しい白石高校の校歌（歌詞）・校章デザイン募集
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　自動車事故で重度の後遺症が残った方や、亡くなられた方のご家族を救済するため

次の制度があります。

●交通遺児等育成資金貸付制度（無利子貸付）

�貸付金額／一時金155,000 円、月々 20,000 円

�貸付要件／市町村民税が非課税かまたは均等割のみ課税など

�対象者／0歳～中学 3年生までのお子さん

�返還方法／割賦による20年以内の均等払い※進学する場合は返還の猶予あり

●介護料支給制度

�受給資格／自動車事故により、重度の後遺症が残ったため常時または随時の介護

　を必要とする方

�支給額／月額29,290 円～ 136,880 円
※障害の程度、介護に要する費用に応じて支給

■申 ■問  自動車事故対策機構仙台主管支所　� 022-262-6790

●自動車事故ホットライン

　交通事故被害に遭われ、相談先にお困りの方へ各種サービスをご案内します。

　0570－ 000738（ナビダイヤル）
※ＰＨＳ・ＩＰ電話からは03-3288-3671にお電話ください

●東北療護センター入院施設のご案内

　自動車事故により、脳を損傷し、重度の精神神経障害が継続する状態で治療および

常時の介護を必要とする方の入院施設があります。

■申 ■問  東北療護センター　� 022-247-1171

小学生から高校生のための

冬休み海外派遣事業

�開会日時／ 9月 5日（金）10：00（予定）

�場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階

�傍聴手続き／傍聴席入口にある傍聴人

　受付票に氏名などをご記入ください。

�日程／ 9月 5日（金）町政報告など

　8日（月）～ 10日（水）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

　町の再発見を目的にしたウォーキング
を行っています。今回は、「槻木ものがた
り」をテーマに槻木の町を10�歩きます。
�日時／ 9月 28日（日）9：00～ 15：00
�場所／槻木生涯学習センター
�募集人数／ 100人（先着順）
�参加費／ 1,000 円（昼食おにぎり付）

■申 エコミュージアム研究会せんなん（秋
　本）　

■問 しばたの郷土館　� 55-0707

Ａブロック　　　　　　
第1位／日下　鉄男（36）

第 2位／安彦　庄治（36）　

第 3位／平間志げ子（37）

第 4位／安斉　　直（37）

第 5位／加藤　　隆（37）

プレーオフ戦の結果　総合1位／石川　博己

　最近、廃棄物の不法投棄が目立ってい

ます。不法投棄をすることは法律で禁止

されており、違反した場合には懲役また

は罰金刑に処されることがあります。

　一人ひとりがごみを減らすことに努め

るとともに、自らのごみに責任を持ち、

決められたルールに従って処理するよう

心掛けましょう。

■問  町民環境課　� 55-2114

　宮城県沖地震発生が、向こう 30年間

で 99％の確立であると予測されていま

す。町では、災害がおきた時、自力、家

族だけでは避難できない高齢の方、ある

いは障害をもった方などを対象に、「災

害時要援護者登録名簿」の整備を進めて

います。まだ登録されていない方で、災

害時に支援が必要と思われる方は、健康

福祉課、または地区の民生委員までご相

談ください。

�対象とする方／障害手帳、要介護認定
　を受けている方などで避難場所に自力

　移動することが困難な方

■問  健康福祉課　� 55-5010

　ひとりで参加する人が 8割以上、初め

て海外へ行く人が6割以上の参加なので、

事前研修会では仲間作りから丁寧に指導

します。

�期間／ 12月～ 1月の冬季休業期間
�内容／ホームステイ・文化交流など
�派遣先／サイパン・オーストラリアな
　ど

�対象／小学 3年生～高校 3年生
�申込期限／ 11月 10日（月）
�参加費／ 23万円～ 36万円（コース
　により異なります）
※共通経費 3万円が別途かかります

■申 ■問  （財）国際青少年研修協会
　� 03-3359-8421
　� 03-3354-2207

第2回 時空の旅
～槻木で歴史の風を感じる～

第5回柴田町グラウンド・ゴルフ協会長杯　

グラウンド・ゴルフ大会結果 (7 月 31日・総合運動場・参加者157人 )

Ｂブロック
第1位／石川　博己（34）

第 2位／島貫　孝雄（34）

第 3位／小室　　勇（35）

第 4位／平間　新三（36）

第 5位／豊田　京子（38）　　※（　）内は打数

災害時に支援を要する方の
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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）
12：45～ 13：15乾先生平成 18年 5月生まれの方2歳児歯科健康診査16（火）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

17（水）
12：45～ 13：15曽我先生、和野先生平成 17年 3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）19（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付24（水）

  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）29（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
10/1（水）

12：45～ 13：15阿部先生平成 20年 5月生まれの方4か月児健康診査

12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 19年 3月生まれの方1歳 6か月児健康診査3（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

8（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 10月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）10（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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

53-2555大河原えんどう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1123大河原安藤医院15

57-2120船　岡大友歯科医院51-1502大河原大河原整形外科54-3755船　岡佐藤内科クリニック21

83-4395村　田大沼歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科52-2777大河原平井内科23

53-2134大河原小田部歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院51-5355大河原さくら小児科28

56-1853槻　木おたべ歯科クリニック83-2172村　田善積医院83-6061村　田村田内科クリニック10/5

55-5493船　岡川口歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科83-2445村　田中核病院村田診療所12

57-2950船　岡菊池歯科医院52-3115大河原かわち医院53-1460大河原甘糟医院13

　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1階
�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 8日（月）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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