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　10月 1日、全国で住宅・土地統計調

査が行われます。この調査は住宅・土地

に関する最も基本的な調査で、国や都道

府県、市区町村が住生活基本計画や、ま

ちづくり施策などをするための大切な資

料となります。対象となった世帯には、

知事が任命した調査員が調査票を持って

伺いますので、ご協力をお願いします。

　なお、調査内容は統計を作成するため

のみに使用するもので、その他の目的に

は一切使用しません。

■問  企画財政課　� 54-2111

　町民の皆さんと行政が情報を共有し、協働のまちづくりを実現するため、昨年に引

き続き町民懇談会を開催します。併せて、皆さんと一緒にまちづくりを進めるための

考え方やしくみを定める「仮称  柴田町住民自治によるまちづくり基本条例（案）」に

ついて説明します。指定された会場以外でも参加できますので、ぜひ、ご参加ください。

　小室達先生は昭和28年に逝去しま
した。アトリエ倉庫内に保管されて
いた作品を小室家より寄付をいただ
き、今回初めて展示紹介します。
�会期／10月25日（土）～1月25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人以上で団体割引有）

　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／10月11日（土）、25日（土）
　9：30～ 11：00
�場所／しばたの郷土館
�対象／小学4年生以上
�参加費／600円

�日時／10月29日（水）～11月3日
　（月）9：30～ 16：00
�場所／しばたの郷土館

小室達展

　柴田町の産業を広く紹介・宣伝する場を設け、地場産業および産品に対する理解を

深めていただくため、商工業者・農業者を含めた農商工連携による産業フェスティバ

ルを開催します。ぜひ、ご来場ください。

�日時／ 10月 5日（日）10：00～ 16：00（小雨決行）　　　�場所／船岡小学校校庭

�内容／○農商工ふれあい市コーナー（各種出店、展示、販売、飲食コーナーなど）

　○木製品工作教室コーナー（工作教室）○ステージコーナー（よさこい演舞など）

　○ちびっこコーナー（ファファエアークッション）○お楽しみ大抽選会

■問  しばた産業フェスティバル実行委員会事務局（柴田町商工会）　� 54-2207

住宅・土地統計調査に
ご協力を

10月のトンボ玉体験会

トンボ玉頒布会

�持ち物／7月中旬に行政区長より配布された「平成20年度予算説明書　よくわか

　る町の仕事と予算」をお持ちください。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

対象行政区会　　　場開催日時

11A、11B、11C、12A、12B船岡生涯学習センター
10月 21日（火）

19：00～ 21：00
1

21、22、23、24、25、26、27農村環境改善センター
10月 23日（木）

19：00～ 21：00
2

企業、商工業、農業など関係団

体
柴田町役場

10月 27日（月）

13：30～ 15：30
3

1、2、3、4、5、6、7A、7B、8、

9A、9B
柴田町役場

10月 29日（水）

19：00～ 21：00
4

各種活動団体（地域づくり団体

など）
柴田町役場

10月 31日（金）

15：00～ 17：00
5

10、28、29A、29B、29C、

29D
船迫生涯学習センター

11月 5日（水）

19：00～ 21：00
6

13、14、15、16、17A、17B、

18A、18B、19、20
槻木生涯学習センター

11月 7日（金）

19：00～ 21：00
7

30西住公民館
11月 11日（火）

19：00～ 21：00
8
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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／ 10月 19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
10月12日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
10月 5 日（日） 9:00～16:00

10月19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／10月15日（水） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／10月21日（火） 19:00
場所／船岡公民館

11
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日
区分 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木水
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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

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

10月 7 日（火）飯渕　紀子

生　　活
10月14日（火）近江　宣男

10月21日（火）山本登起子

10月28日（火）安藤　　登

■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

10月 1 日（水）本多　敬一
人　　権

10月 8 日（水）郡山登美子

10月22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

10月24日（金）本多　敬一人　　権

10月24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

平成21年度コミュニティ助成事業募集

　介護予防として気軽に取り組めるよう

に、2本のポールを持って行う新しい

ウォーキング（ＮＷ）を体験します。

�日時／10月25日（土）9：30～12：00
※雨天時は、10月 26日（日）に延期します。

�場所／柴田町地域福祉センター

�対象／町内在住でＮＷを体験したい方

�募集人数／ 70人程度（先着順）

�参加費／無料（傷害保険に加入します。
　ポールの貸し出しは無料です）

�申込期限／ 10月 17日（金）
※開催要領と申込書は、庁舎窓口、健康福祉課、
　槻木事務所、各生涯学習センターにあります。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159　� 58-2761

　この事業は、（財）自治総合センターがコミュニティの健全な発展と宝くじの普及広

報を図るために、宝くじの収入を財源としてコミュニティ活動に助成を行うものです。

�対象組織／地区住民のコミュニティ組織（自治会・町内会など）
�助成金額／①コミュニティ活動に必要な備品など：100～250万円②緑化推進に必
　要な苗木・種子・用具など：50～ 200万円③コミュニティセンターの建設整備：

　対象事業費の3/5以内で、かつ1,500万円以内④青少年健全育成のためのイベント

　などのソフト事業：30～ 100万円⑤自主防災組織の活動に必要な備品など：30～

　200万円

�申込方法／事業申込書を提出してください。申込書はホームページからダウンロー
　ドできます。詳細は、①～④はまちづくり推進課へ、⑤は総務課へお問い合わせく

　ださい。なお、事業の詳細は県生活・文化課のホームページでもご覧になれます。

　http://www.pref.miyagi.jp/seibun/

�申込期限／10月 24日（金）

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278　総務課　� 55-2111

　町営住宅の入居者を募集します。応募

者多数の場合は抽選とします。

�募集住宅／並松 10-2 号（2Ｋ）
神山前 1-102 号（2Ｋ）

神山前 2-201 号（2Ｋ）

神山前 3-105 号（2Ｋ）

神山前 3-407 号（2Ｋ）

�家賃／入居者の収入額・家族構成など
　によって異なります。

�申込方法／都市建設課または槻木事務
　所にある所定の入居申込書などに必要

　書類を添付の上お申し込みください。

�受付期間／10月1日（水）～15日（水）
　8：30～ 17：15　※土・日・祝日を除く

�申込場所／都市建設課（槻木事務所で
　は受け付けできません）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2120

ノルディックウォーキング
体 験 講 座

第2弾 秋のコース

町営住宅入居者募集
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平成21年度保育所・児童館の入所（館）児童募集

　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／ 10月 15日（水）11：00～
�場所／蕎麦処　陣屋
�対象／ひとりぐ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／ 10月 10日（金）

■申 ■問  佐藤　
　　  鈴木　

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」

　町内で活動する合唱グループの面々が、
心に残る童謡や昔懐かしいヒット曲など
を歌います。※入場無料
�日時／ 10月 5日（日）13：30開演
�場所／槻木生涯学習センター
�出演団体／コンセール・アミ、つきの
　き女声コーラス、樅ノ木女声コーラス
�賛助出演／杉の子福祉コーラス、柴田
　童謡愛好会
�主催／柴田町コーラスグループ合唱祭
　実行委員会（柴田町教育委員会共催）

■問  生涯学習課　� 55-2135

 保育所
�入所資格／平成21年 4月 1日現在、満 6カ月に達している乳児から小学校就学前
　までの児童。児童、保護者ともに町内に住所を有していること。

　

�入所基準／保育所は、家庭内での保育が困難な場合に、保護者にかわって保育する
　施設です。保護者が次の①～⑥のいずれかに該当し、家族の方も保育できない場合
　に限ります。
①昼間に居宅外で労働することを常態としていること
②昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態として
　いること
③妊娠中であるかまたは出産後間がないこと
④疾病にかかりもしくは負傷しまたは精神身体に障害を有していること
⑤長期にわたる疾病または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護
　していること
⑥災害（震災、風水害）その他の災害の復旧にあたっていること
　
 児童館
�入所資格／平成15年 4月 2日から平成 17年 4月 1日までに生まれた児童で、児
　童、保護者ともに町内に住所を有していること。

　

　
 申込期間と方法（保育所・児童館）
�申込期間／11月 1日（土）～ 15日（土）8：30～ 17：15（土曜・日曜・祝日を除く。
　ただし、保育所は土曜日も受け付けします。）
�申込方法／申込書に必要事項を記入し、希望する保育所・児童館に直接お申し込み
　ください。申込書は、保育所・児童館・子ども家庭課で配布します。
※保育所に空き待ちで入所申し込みされている児童は、新年度の申し込みが必要となります。
※西住児童館は、平成22年 3月末をもって廃止予定です。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

電話番号所　在　地施　設　名

55-1253船岡新栄 2丁目 18-1船岡保育所

56-1332槻木下町 2丁目 6-31槻木保育所

57-1387西船迫 2丁目 5-29西船迫保育所

電話番号所　在　地施　設　名

56-3389入間田字外谷地 73柴田児童館

52-3703船岡字清住町 10-2西住児童館

55-1470中名生字西宮前 56三名生児童館
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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／ 10月 14日（火）・28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／ 10月 14日（火）・28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

　平成20年10月1日から免除基準が次

のとおり拡大されます。新たに免除を受

ける場合は申請を行ってください。

�全額免除対象／

○生活保護法による扶助、らい予防法

廃止による援護、中国残留邦人などの

給付を受けている場合○身体障害者手

帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手

帳所持者の世帯全員が町民税非課税の

場合（1月 1日柴田町に住所を有して

いなかった方は（非）課税証明書が必

要です）○社会福祉事業施設入所者が、

施設内に受信機を設置する場合○災害

救助法による救助を受けた場合または

総務大臣の承認を受けた場合

�半額免除対象／次の者が世帯主の場合

○身体障害者手帳の視覚・聴覚障害者

○身体障害者手帳の 1・2級所持者○

療育手帳Ａ所持者○精神障害者保健福

祉手帳1級所持者○戦傷病者手帳の障

害程度が特別項症から第 1款症の者

�申請に必要なもの／免除対象となる手

　帳（身体障害者手帳など）、印鑑

■申  健康福祉課　� 55-5010
■問  ＮＨＫ視聴者コールセンター
　� 0120-151515

�受付時間／ 13：30～ 14：00
�対象／特定健診・後期高齢者健診・基
　本健診および生活機能評価を受けた65
　歳以上の方。ただし、結果通知表（医
　師の判断欄）に「受診勧奨」の記載があ
　る方は、医療機関を受診してください。
�内容／①14：00～15：00全体での説明
　会、健診結果の説明、生活機能評価の説明
　②15：15～16：15個別健康相談※要予約
�持ち物／健康診査結果通知表、生活機能
　評価の記録～介護予防事業への参加に関
　する評価～、筆記用具、眼鏡※必要な方

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　高齢や障害などで、摂食・嚥下機能お

よび言語機能に不安のある方やご家族に

対し、言語聴覚士による無料相談を実施

します。

�日時／10月28日（火）13：00～17：00

�場所／保健センター
※予約が必要です。外出できない方は、自宅へ
　の訪問による相談もできます。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2159

　献血は身近にできるボランティアです。
皆さんのご協力をお願いします。
�日時／ 10月 14日（火）
　9：30～ 13：00、14：00～ 15：00
�場所／柴田町商工会
�実施内容／ 400ml、200ml 献血
※本人確認のため、身分証明書の提示をお願い
　することがあります。

■問  健康福祉課　� 55-2160

�日時／10月18日（土）13：00～16：00
�場所／名取駅コミュニティプラザ
�内容／術後のケア、装具、社会生活、
　福祉制度などに関する相談
�対象／オストメイト（人工肛門・人工
　膀胱保有者）および家族の方

■問  （社）日本オストミー協会宮城県支部
　�・� 0228-32-4234

　60歳以上の健康で

働く意欲のある方の入

会をお待ちしています。

○高齢者にふさわしい仕事をお引き受け

します。○いろいろなサークルがあり、

楽しく仲間づくりができます。

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　骨髄バンクドナー登録者は平成 20
年1月に｢30万人｣を突破しましたが、
今後も白血病などで骨髄移植を希望す
る患者さんに対し、より多くの提供者
が見つかりますよう骨髄バンクドナー
登録にご協力ください。

10月は骨髄バンク推進月間です
ドナー登録にご協力お願いします

会　　　場開  催  日

保健センター11月10日（月）

船迫生涯学習センター11月11日（火）

槻木生涯学習センター11月20日（木）
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移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね！～

■申 ■問  子育て支援センターるんるん
（船迫児童館内）　� 54-4040

　町では団塊の世代の皆さんが持ってい

る知識や経験を地域活動に生かしていた

だくため、地域デビュー事業「20歳× 3」

を実施します。参加費は無料です。

�日時／11月15日（土）9：30～15：00
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／ 3回目の成人式、地域活動の講
　話、郷土料理の学習、軽運動など

�募集人数／ 60人
※満60歳となる方（S23.4.2 ～ S24.4.1 生まれ）

�申込期限／ 10月 31日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

�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／10月 17日（金）※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

�受付時間／ 12：45～ 13：15
�場所／保健センター
�対象／ 1回目：平成19年12月1日～
　平成20年6月30日生まれのお子さん

　2回目：平成 20年 4月に 1回目を接

　種したお子さん
※平成 13年 4月 27日～平成 19年 11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

　たっていない方、けいれんを起こして

　3カ月以上たっていない方、下痢をし

　ている方、体調の悪い方は受けられま

　せん。●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。

　●予防接種と子どもの健康の冊子をよ

　くお読みになり、母子健康手帳と予診

　票をお持ちください。●電話予約は不

　要です。指定日が都合の悪い場合は、

　都合のよい日に接種してください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　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／10月25日（土）9：30～11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／小学生の親子
�募集人数／ 15組（先着順）
�持ち物／上履き、飲み物
�申込期限／ 10月 24日（金）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�日時／10月22日（水）9：10～15：30
�場所／わたり温泉　鳥の海
�内容／介護者のリフレッシュ（温泉入
　浴）、食事や介護についての相談など

�対象／在宅で介護されている方、介護
　サービスに興味のある方

�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 2,500 円

■申 ■問  特別養護老人ホーム常盤園
　� 55-1421
　柴田介護支援センター　� 58-2668

　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・お勧め

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／10月16日（木）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）
　

　白石川にハクチョウが飛来する時期に

なりました。そこで白鳥のえさとなる

「くず米、茶殻」などを提供してくださ

る方を募っています。

白鳥を守る会　会員募集中！

■問  柴田町白鳥を守る会（杉本）

�日時／10月10日（金）10：00～11：30
�場所／船岡体育館
�対象学区／船小・東船小学校区
�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。

在宅介護者リフレッシュ旅行
気分をリフレッシュしませんか

ウィークエンド遊ゆう塾

親子であそぼう

�日時／10月23日（木）9：45～11：00
�場所／西船迫保育所
�対象／1歳～就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
�申込期限／ 10月 16日（木）

一緒に遊ぼう
～保育所のお友達と遊びませんか～

今年定年を迎えるあなたへ！

仙南地域職業訓練センターパソコン講座受講生募集
講　座　内　容日　　　時講　座　名

初心者の方を対象にパソコンの電
源の入れ方からマウス操作、文字
入力、文章作成などパソコンの基
本操作について習得します。

11月10日（月）
　～11月14日（金）
9：10～ 12：10
〔計 5日間〕

パソコン入門講座
（Word2003）
受講料：3,800 円
募集人数：20人  

①

文字入力ができる方を対象に、表
計算、計算式作成、表作成、グラフ
作成など表計算ソフトの基本操作
について習得します。

11月17日（月）
　～11月21日（金）
9：10～ 12：10
〔計 5日間〕

パソコン入門講座
（Excel2003）
受講料：3,800 円
募集人数：20人  

②

対　象　者接種日

平成19年7月～9月生ま
れのお子さん

10月 17日
（金）

平成 19年 10月～ 12月
生まれのお子さん

10月 20日
（月）

平成20年1月～3月生ま
れのお子さん

10月 22日
（水）

平成20年4月～6月生ま
れのお子さん

10月 28日
（火）

7歳 6か月未満で未接種
のお子さん

10月 29日
（水）
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さくら青年会議所事業報告会

　ごみ問題、環境問題に取り組む、柴田町「もったいない運動」町民会議が中心とな

り、町の実情やその対策や取り組み、また、町内で活動している事業所・各種団体の

活動内容を紹介します。イベント盛りだくさんです。ぜひ、ご来場ください。

�日時／ 10月 5日（日）10：00～ 15：00　　�場所／柴田町民体育館・船岡公民館
�内容／○柴田町「もったいない運動」町民会議紹介コーナー○パネル展示・実演な
　どによる環境活動団体の紹介・成果品の展示コーナー○ゴミ減量実践例の紹介など

　○ごみ問題、環境問題に取り組む企業紹介コーナー○イベントコーナーなど

■問 「もったいない運動」町民会議事務局（町民環境課内）　� 55-2114

　行政相談は、役所（国・県・町）や独

立行政法人、特殊法人などの仕事につい

て、「納得できない」「なかなかやってく

れない」などの苦情や要望したいことに

ついて相談に応じ、その解決のお手伝い

をするものです。行政相談委員は自宅で

も相談に応じていますが、この期間は下

記の場所で相談所を開設します。また、

人権・生活・消費生活相談も併せて行い

ます。気軽にご相談ください。

�日時・場所／
○ 10月 10日（金）10：00～ 15：00
　槻木生涯学習センター

○ 10月 15日（水）10：00～ 15：00
　柴田町役場

�行政相談委員／飯渕紀子、星マサ子

■問  町民環境課　� 55-2113

　行政書士はあなたの町の法律家です。

お気軽にご相談ください。

�日時／10月18日（土）10：00～15：00
�場所／サンコア 2階
�相談内容／相続、遺言、贈与、土地、
　建物、農地転用、会社設立など

■問  宮城県行政書士会仙南支部（行政書士
　新川たか子事務所内）� 55-4376

�日時／10月10日（金）10：00～15：00
�場所／オーガ（大河原町）
�相談内容／離婚、遺産分割、金銭、土
　地・建物、クレジット・サラ金など

■問  仙台地方裁判所大河原支部内大河原
調停協会事務局　� 52-2101

�日時／10月26日（日）13：00～16：00
�場所／仙台市市民生活サポートセンター
�内容／○講演「日常生活における心臓
　ペースメーカーとのつきあい方」　講
　師：福田浩二氏（東北大学医学部循環
　器内科医師）○質疑応答（質問は、事
　前にはがきか封書で受け付けますので、
　下記まで送付ください）
�参加費／ 500円（付き添いの方は無料）
※ペースメーカー・ICD手帳をお持ちください。

■問  日本心臓ペースメーカー友の会宮城
　県支部（成田）

　★柴田町
○故楠目美代子様の相続・遺贈人一同様

が、柴田町へ 5,000,000 円を寄付。

　★健康福祉課
○東北リョーショク会さん（仙台市宮城

　野区）が、社会福祉資金として100,000

　円を寄付。

　★まちづくり推進課
○東北電力�白石営業所さん・�ユアテ

　ック白石営業所さん・北日本電線�船

　岡事業所さんが、防犯灯を寄贈。

　各事業を通してご協力をいただいた方、
また、地域の皆さんにさくら青年会議所
の事業内容を聞いていただくため、報告
会を開催します。参加費は無料です。
�日時／10月22日（水）19：00～21：00
�場所／オーガ（大河原町）
�募集人数／ 60人

■問  さくら青年会議所
（武山）
（武藤）

新築・増築
家屋の調査にご協力ください
　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

建物を取り壊した場合はご連絡を
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アート屋台プロジェクト in 仙南 2008

野点スタッフ募集！

　10月 1日より、マイバック持参キャ
ンペーンを開始します。昨年度より協力
してくれるお店も増え、期間も長くなっ
ています。これを機会に“お買い物には
マイバック”を習慣にしてください。ご
協力をお願いします。

■問  町民環境課　� 55-2114

�日時／10月24日（金）10：00～　  �場所／県大河原合同庁舎　  �公売方法／入札
�持ち物／印鑑（法人の場合代表者印）、委任状（代理人の場合）、買い受け代金
※都合により中止する場合がありますので、公売日の前日にお問い合わせください。

■問  県大河原県税事務所納税第1班　� 53-3114

特定継続的役務提供契約は
解約できます

　役務契約とはサービス取引のことです。
現在、下記の 6種類が特定商取引法で
「クーリング ･オフ」と「理由を問わな
い中途解約」が認められています。
○エステティック○語学教室 (外国語会
話教室 ) ○学習塾○家庭教師○パソコン
教室○結婚相手紹介サービス
クーリング・オフ…期間は契約書面を受
　け取った日から8日間です。無条件で
　契約を解除できます。
中途解約…クーリング ･オフ期間が過ぎ
　た後でも中途解約でき、解約手数料の
　上限が規制されています。また、関連
　商品（サービスを受けるために必要で
　あるとして一緒に購入した教材や化粧
　品など）も解除できます。ただし、化
　粧品などは使用した分の費用は負担し
　なければなりません。

■問  町民環境課　� 55-2113　
　大河原合同庁舎県民サービスセンター
　� 52-5700

（1）届出事項、方法など
　雇用保険被保険者資格取得届またはハローワークでお配りしている届出様式に、
氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍などを記載して届け出てくださ
い。インターネットから届け出ることも可能です。なお、届け出を怠ったりしたよ
うな場合、罰金が科せられますのでご注意ください。
https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp
（2）在留資格などの確認方法
　　「外国人登録証明書」または「旅券（パスポート）」で確認してください。

　
（1）労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人労働者にも日本人
　と等しく適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
（2）留学生をはじめ、「専門的・技術的分野」の外国人労働者の就業を促進すするこ
　とで、我が国の企業の活性化・国際化が期待されています。外国人が能力を発揮で
　きる人事管理と就労環境の整備をお願いします。

■問  大河原公共職業安定所　� 53-1042

�日時／10月18日（土）10：00～14：30
�場所／旭園（太陽の村昇り口）
�内容／利用者の発表、アトラクション、
　展示・体験コーナー、屋台各種、野菜・
　葉牡丹・紙製品・縫製品の販売など
※シャトルバスを運行します。（雨天決行）

■問  旭園　� 56-4160

　野点のお手伝いをやってみたい方、興

味のある方、ぜひ、お集まりください。

 体験説明会
�日時／10月9日（木）10：00～17：00
�場所／えずこホール屋外（テント内）
 説明会のみ
�日時／10月8日（水）18：30～20：00
�場所／えずこホール会議室

■申 ■問  アート屋台プロジェクト in 仙南実
　行委員会（山口） 

　国民年金には、保険料を納めることが
困難な場合に、申請手続きにより、保険
料の納付が免除される制度があります。
特に退職（失業）により納付が困難な場
合には、特例免除が申請できます。
　免除に該当するには、本人・配偶者・
世帯主の前年所得が一定以下である必要
がありますが、退職（失業）による特例
を利用する場合には、離職した方の前年
所得は除外されますので、免除に該当し
やすくなります。
　特例免除は、申請する年度または前年
度に退職（失業）した方が対象となりま
す。手続きは、年金手帳、認印（本人が
署名する場合は不要）、雇用保険受給資
格者証または離職票を準備し、市町村の
国民年金窓口で行ってください。
 免除期間について
○免除期間は、将来の老齢年金額の計算
　時に、保険料が納付された場合と比較
　して 3分の 1の計算となります。
○病気や事故で障害が残ったときの障害
　年金や、一家の働き手が亡くなったと
　きの遺族年金など万一の年金請求の際、
　免除期間については、未納期間と異な
　り支給対象の期間とされます。
○免除期間の保険料は、納付月から 10
　年間であれば、再就職後などに納める
　ことができます。ただし、承認を受け
　た期間の翌年度から起算して、3年度
　目以降に納付するときは経過期間に応
　じて、当時の金額に加算額が上乗せさ
　れます。
○若年者納付猶予制度の申請において
　（30歳未満で本人・配偶者の前年所得
　が一定額以下）も退職（失業）による
　特例は適用されます。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
� 51-3113

外国人を雇用する場合のルールが新しくなりました
外国人労働者を雇用する場合、その氏名や在留資格などのハローワークへの届け出
が義務付けられました。

外国人労働者の雇用管理改善などが事業主の努力義務になりました。

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公売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について
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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

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）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
15（水）

12：45～ 13：15板野先生、小田部先生平成 17年 4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）16（木）

12：45～ 13：15小屋先生平成 18年 6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）21（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付22（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）27（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付29（水）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）30（木）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

11/5（水）
12：45～ 13：15阿部先生平成 20年 6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）6（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 19年 4月生まれの方1歳 6か月児健康診査7（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

12（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 11月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）14（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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

52-2250大河原大河原歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院56-1012槻　木玉渕医院19

54-5005船　岡こや歯科医院51-3741大河原庄司クリニック54-2316船　岡村川医院26

52-2533大河原後藤歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所58-2220船　岡ふなばさま医院11/2

83-2419村　田榊原歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-5503村　田町南診療所3

56-5112槻　木さとう歯科医院56-1451槻　木乾医院83-2088村　田山田医院9

　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／ 10月 14日（火）9：30～ 11：30　　　�受付時間／9：20～ 9：30
�場所／保健センタ－
�内容／○みんなで妊娠・出産について語ろう！　○おなかの赤ちゃんに手紙を書いてみよ
　う！○先輩ママの出産体験談

�対象／妊婦および家族の方　　　　　　�募集人数／15人（先着順）
�持ち物／母子健康手帳、筆記用具　　　�申込期限／10月 8日（水）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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