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�日時／11月6日（木）10：00～11：30

�場所／西住公民館

�対象学区／西住小学校区

�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

　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、地域福祉
　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

平成21年度保育所・児童館の入所（館）児童募集
 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、保護者に代わって保育する
　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

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね！～

ノルディックウォーキング体験講座

第2弾　秋のコース
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にこにこマンマ離乳食

　予防接種の効果が表れるまで2週間程度かかります。希望される方は実施医療機関

に予約の上、12月中旬までに接種しましょう。

�対象／①接種日現在満65歳以上の希望者②接種日現在満60歳以上 65歳未満で、
　心臓、腎臓、呼吸器などの障害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの希望者

�期間／11月 1日（土）～平成21年 1月 31日（土）　　　�接種回数／1回
�接種料金

※生活保護受給世帯の方は、実施医療機関に生活保護受給者証を提示すると無料になります。

�持ち物／健康保険証または後期高齢者医療保険証、身体障害者手帳（お持ちの方）
※予診票は医療機関にあります。

�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、船岡今野病院、佐
　藤内科クリニック、しばた協同クリニック、しばた耳鼻咽喉科クリニック、仙南ク

　リニック、高沢外科・胃腸科、高橋医院、玉渕医院、ふなばさま医院、宮上クリニッ

　ク、村川医院、毛利産婦人科医院
※町外の医療機関で接種を受けたい方は、希望する医療機関にお問い合わせください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

�受付時間／ 13：30～ 14：00
�対象／特定健康診査・後期高齢者健康
　診査・基本健康診査および生活機能評
　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
　② 15：15～ 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

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　歯や歯茎の病気予防、早期発見のため成人歯科健康診査を実施しています。食事な

どの楽しみを保つため、この機会に受診をお勧めします。対象の方には個別に通知を

送付しています。受診券がないと受診できません。

�健診期間／10月 31日（金）まで
�健診方法／個別歯科健康診査（町内の歯科医院に予約し受診してください）
�健診内容／歯周病・むし歯の有無、入れ歯の適合具合など
�対象／40、50、60、70歳の方※年齢は、平成21年 3月 31日現在です。
�自己負担料／1,000円

■問  健康福祉課　� 55-2160

　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。事前のお申し込みは

不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 11月 6日（木）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

�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
　お子さんと一緒に、月齢に合った離乳
食を味わってみませんか。
�日時／11月13日（木）10：00～11：30
�受付時間／ 10：00～ 10：15
�場所／保健センター 2階
�内容／離乳食講話および試食、家庭教
　育講話、個別相談（希望者）
�募集人数／生後 5～ 10か月の乳児と
　保護者 15組
�申込期限／ 11月 6日（木）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　健診は自分の体調と生活習慣を振り返
る絶好の機会です。10月の健康強調月
間に合わせ、電話による健康相談を受け
付けます。Ｅメールでも相談を受け付け
ています。お気軽にご相談ください。
　65歳以上の方は、「健康診査・生活機
能評価の結果説明会及び健康相談会」へ、
ぜひご参加ください。
※健診結果で医療機関受診が必要な方は、医療
　機関へご相談ください。

■問  健康福祉課　� 55-2160
　health@town.shibata.miyagi.jp

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）
町負担額自己負担額接種医療機関の所在地

2,500 円1,000 円柴田町、大河原町、村田町、川崎町、角田市、丸森町

2,500 円1,500 円白石市、蔵王町、七ヶ宿町
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　県では、家庭や職場、地域などでの性

別による差別的な扱い、セクハラなど男

女共同参画に関する皆さんのさまざまな

悩みや苦情について気軽に相談できるよ

うに「みやぎ男女共同参画相談室」を県

庁内に開設しています。

�日時／月曜日～金曜日（祝日、年末年始

　における休日を除く）8：30～ 16：45

�相談料／無料

�相談ダイヤル／ 022-211-2570
※相談は男女問わず受け付けています。

■問  県環境生活部男女共同参画推進課
　� 022-211-2568

　アルコールに関連するさまざまな問題

を抱えて悩んでいる本人、家族、関係者の

方および嗜癖問題を抱えている方やＡＣ

（機能不全家族）の方を対象に精神保健相

談員による相談を実施します。（要予約）

�日時／11月14日（金）13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　思春期の悩みを抱えている本人、家

族、関係者の方を対象に精神科医・精神

保健相談員による相談を実施します。

お気軽にご相談ください。（要予約）

�日時／11月7日（金）・21日（金）
　　　　13：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　母子・障害班　� 53-3132

※完全予約制となります。5人以上で 3日前までにお申し込みください。

■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　心身障害者医療費助成は、心身障害者
の医療費の一部を助成し、適正な医療機
会の確保および経済的負担の軽減を図る
ことを目的として、助成対象者に係る医
療費のうち保険各法に定める一部負担金
を助成する制度です。助成を受ける場合
は申請が必要となります。所得制限など
がありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。
�助成対象者／
○特別児童扶養手当 1級の方
○療育手帳Ａの方
○知的障害者福祉法に定める職親に委託
　されている方で、療育手帳Ｂの方
○身体障害者手帳 1級および 2級の方
○身体障害者手帳 3級内部障害（心臓、
　じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小
　腸およびヒト免疫不全ウイルスによる
　免疫の機能障害）の方

■申 ■問  健康福祉課　� 55-5010

　自宅に訪問し、健康診査を行います。

希望される方はお申し込みください。事

前に保健師が訪問し、お話を伺います。

�実施日／ 11月 17日（月）
�内容／血液検査、血圧測定、尿検査、
　診察

�対象／基本健康診査・青年期健康診査
　を集団健診の会場や医療機関などで受

　けることができない方で、下記のいず

　れかの条件を満たす方（ただし、内科

　の主治医がいる方を除く）

　① 40歳以上で、心身が不自由な方

　② 40歳以上で、介護をしている方

　③ 19～ 39歳で、心身が不自由な方

�自己負担料／ 1,400 円
�申込期限／ 10月 29日（水）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　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／11月15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

心身障害者医療費助成制度を
ご存知ですか？

　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。

　

�対象／成人の男女で、①②どちらも参加できる方　　�募集人数／20人（先着順）
�講師／浅野冨美枝氏（宮城学院大学教授）　　　�申込期限／11月 4日（火）
※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

11月 8日（土）13：30～ 16：00
役場保健センター

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

食欲の秋おすすめプラン
内　　容受付期間お一人様料金プ　ラ　ン　名

いも煮セット、おにぎり、
お新香

11月 16日（日）まで1,600 円　手ぶらでＯＫ！
いも煮会プラン

カルビ、豚ホルモン、ウ
インナー、焼き野菜

年　　中2,000 円～炭火でおいしく
バーベキュープラン

上記 2つのプラン内容11月 16日（日）まで2,500 円～いも煮会・バーベキュー
セットプラン

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
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　旬の食材を使い体の芯まで温まる具だ

くさんの汁物、花シュウマイなどを作り

ます。

�日時／11月15日（土）9：30～12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／成人
�募集人数／ 15人（先着順）
�参加費／実費負担
�持ち物／エプロン
�申込期限／ 11月 8日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�日時／ 10月 26日（日）6:30 ～
�場所／蔵王澄川渓谷
�集合場所／船迫生涯学習センター
※マイクロバスで送迎します。

�参加費／ 2,500 円（保険代を含む）
�申込期限／ 10月 20日（月）

■申 ■問  桜山遊会（星）　

　「柴田町・村田町・大河原町合併協議会」

の第 2回協議会が開催されます。

合併協議会は、どなたでも傍聴できます。

�日時／ 10月 30日（木）13：30～
�場所／大河原町中央公民館大ホール

■問  企画財政課　� 54-2111

　仙台フィルハーモニー管弦楽団員によ
る弦楽四重奏です。入場は無料です。
�日時／ 11月 16日（日）13：00～
�場所／槻木生涯学習センター
�募集人数／ 300人（先着順）
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関
　のご利用をお願いします。

■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

�日時／ 11月 1日（土）9：00～ 15：00

�場所／宮城刑務所（仙台市若林区）

�内容／刑務所の食事試食体験、刑務作

　業体験、刑務所作業製品の展示・即売、

　ちびっこ刑務官写真撮影会など

■問  法務省仙台矯正管区作業課
　� 022-286-3715

　宮城刑務所　� 022-286-3111

　仙台大大学院留学生、魯■（ロサン）

講師の故郷、浙江省の家庭料理「手作り

水餃子」を学び、本場中国の味を体験し

ませんか。

�対象／成人
�参加費／ 500円
�持ち物／エプロン、水餃子を入れる容器
�申込期限／ 10月 28日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　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

　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。

�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

町民登山参加者募集

季節の料理教室

異文化交流事業

料理教室「水餃子」

�日時／10月31日（金）10：00～12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�募集人数／ 20人（先着順）

�日時／11月14日（金）10：00～12：00
�場所／西住公民館
�募集人数／ 16人（先着順）

今年定年を迎えるあなたへ！

「地域デビュー」してみませんか？
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�日時／11月2日（日）10：00～11：30

　（小雨決行、雨天中止）

�場所／仙台大学サッカー・ラグビー場

�内容／親子鬼ごっこ、親子ボール遊び、

　子どもゲーム遊び
※ケガをした場合は応急処置のみ行います。そ
　れ以外は保護者の責任で対応をお願いします。
　1日スポーツ傷害保険に加入します。

�対象／ 4～ 5歳のお子さんと保護者

�募集人数／ 80組　

�申込方法／スポーツ振興室に電話また

　はＦＡＸでお申し込みください。申込

　書は幼稚園、保育所などで配布してい

　ます。

�申込期限／ 10月 24日（金）

■申 ■問  スポーツ振興室
　� 55-2030　� 54-1420

　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。

�日時／ 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（20人以上で団体割引有）

�日時／ 10月 30日（木）～ 11月 3日（月）9：30～ 16：00

�場所／しばたの郷土館

�主催／柴田町トンボ玉愛好会

�日時／ 11月 1日（土）13：00～16：00、11月 2日（日）～ 3日（月）9：00～16：00

�場所／しばたの郷土館　　　　�主催／柴田盆遊会

■申 ■問  柴田盆遊会　

小 室 達 展

　柴田町育英会では、経済的な理由によ

り就学困難な学生・生徒のうち、向学心

に燃える優秀な者に対して奨学金の貸与

を行っています。より多くの希望者に育

英資金を貸与できるよう、事業目的に賛

同し、一口6,000円以上を寄付してくだ

さる会員を募集しています。ご協力をお

願いします。

■問  教育総務課　� 55-2134

　昨年から気象庁で放送している「緊急

地震速報」を利用して、生徒にいち早く

地震への対応を取ってもらうため「緊急

地震速報放送装置」を両校に設置しまし

た。両校の建っている位置で「震度 4以

上」の強い地震が予想される場合は「緊

急地震速報」が流れます。放送があった

ときは、皆さんも地震に備えてください。

なお、避難訓練の時も放送されますが

「これは訓練です」と流れますので、ご

協力をお願いします。

■問  教育総務課　� 55-2134

11月1日（土）
○仙南地区卓球大会…柴田町民体育館　9：00～ 17：00
　仙南地区の中学生卓球愛好者たちが大集合！

○柴田町親善ゲートボール大会…仙台大学陸上競技場　9：00～ 12：30
　町内の愛好者たちの熱戦が繰り広げられます！

○タグ・ラグビー交流会…仙台大学サッカー・ラグビー場　9：00～ 15：00
　仙南地区のちびっ子ラガーマンによる熱き戦いが…

11月2日（日）
○グラウンド・ゴルフ大会…仙台大学陸上競技場　8：00～ 12：00
　町内のグラウンド・ゴルフ愛好者たちが大集合！

○柴田町選手権水泳競技大会＆水上フェスティバル
…仙台大学室内プール　9：00～ 14：00

　小中学生と健康スイミングスクール会員による水泳競技会などを開催します。

○キッズ・サッカー遊び…仙台大学サッカー・ラグビー場　10：00～ 12：00
　町内の未就学児の親子が参加します。

○町民フリーマーケット…仙台大学構内　10：00～ 15：00
　町民の方による出店です。掘り出し物があるかも？

○2008スポーツスタンプラリー…仙台大学構内　11：00～ 15：00
　いろいろなスポーツにチャレンジして賞品をゲットしよう！

11月1日・2日両日開催
○震災チャリティーバザーくりはら…仙台大学構内　10：00～ 15：00
　岩手・宮城内陸地震被害者支援のためのチャリティーバザーです。

11月3日（月）
○柴田町ちびっ子体操競技会…仙台大学第三体育館　9：00～ 12：00
　柴田町ちびっ子体操教室参加者による競技会！金メダルを獲得するのは…

■問  仙台大学学生課　� 55-3019　スポーツ振興室　� 55-2030

トンボ玉頒布会　　　

第2回粋な文化展（盆栽、山野草、水石）展示会

キッズ・サッカー遊び参加者募集！

'08 スポーツフェスティバル in 柴田

育英会会員募集

船岡中学校と槻木中学校に
緊急地震速報の放送装置を

設置しました
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　老齢基礎年金の年金額は、満額で 65

歳から年額 792,100 円です。厚生年金

に加入している場合、報酬に応じて年金

額に上乗せがありますが、自営業などの

方が老後の年金を増やす仕組みのひとつ

として、保険料を割り増しにして納める

「付加年金」があります。

　第 1号被保険者・任意加入被保険者が

定額保険料（月額 14,410 円）に付加保

険料（月額 400円）をプラスして納付す

ると、月数に応じて老齢基礎年金に付加

年金が上乗せされます。付加年金は

「200円×納付月数」で計算されます。

つまり、保険料額400円に対して年金額

200円ですから、年金を2年以上受給す

ると支払った付加保険料以上の付加年金

が受け取れます。

　お申し込みは、お住まいの市町村の国

民年金窓口です。付加保険料の納付はお

申し込みのあった月からになります。
※保険料額、年金額は、平成 20年度のものです。
※付加年金には、物価スライド（増額・減額）
　はありません。
※国民年金基金に加入中の方、免除を受けてい
　る方は付加保険料を納付できません。
※付加保険料は、納付期限（翌月末）を過ぎる
　と納付できません。

　この他に老後の年金を増やす方法とし

て「国民年金基金」に加入するという方

法があります。将来の生活設計にあわせ

て、年金に上乗せが設定できます。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　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

　10月 1日より町内のお店にご協力い

ただき、マイバック持参キャンペーンを

実施しています。スタンプが 20個た

まった方は“柴田町指定ごみ袋・小 10

枚”と交換できます。「今後もさらにごみ

減量に取り組んで欲しい」

という町民会議委員の願

いが込められています。

　一人ひとりの取り組み

でごみを減らしましょう！

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

　「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、消費者が訪問販売などで契約をした場合、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

エステティック、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の6種

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

平成21年度コミュニティ助成事業募集
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�日時／ 10月 26日（日）　　　　�場所／仙台大学
○障害者スポーツフェスティバル
　だれでも参加できます！スポーツの秋、一緒に爽やかな汗を流し、楽しくスポーツ
をしませんか？
フロアバレー…仙台大学第1体育館　10：30～ 12：00
車椅子バスケットボール…仙台大学第1体育館　13：00～ 15：00
足動車椅子ホッケー…仙台大学第2体育館　10：30～ 15：00
グラウンド・ゴルフ…仙台大学陸上競技場　10：30～ 15：00
　そのほか、仙南地域物産展や仙南ＹＯＳＡＫＯＩ、豚汁うーめんの無料炊き出し、
小中学生の絵画・標語コンクールと盛りだくさんの内容です。ぜひご来場ください。

■問  宮城県ＭＹ－ＤＲＥＡＭ事業（鈴木）　

　労働問題のトラブルについて社会保険

労務士が相談に応じます。※予約制

�日時／毎週水曜日 13:00 ～ 17:00
�場所／仙台市青葉区本町 1丁目 9-5
　五城ビル 4階

�相談内容／解雇、賃金、セクハラ、休
　日、休暇、労働時間など労働問題全般

■予 ■問  宮城県社会保険労務士会総合労働
　相談室　� 022-223-0573

�日時／11月22日（土）10：00～14：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／採れたて、挽きたて、打ちたて、
　茹でたてそばの試食、そばはっと、地

　場野菜の直売、そば打ち実演

�前売券／ 800円（当日券 900円）
�前売券取扱場所／太陽の村、みやぎ仙
　南農業協同組合柴田地区本部、地域産

　業振興課、和食麺房せんだい屋

■問  地域産業振興課　� 55-2122
　みやぎ仙南農業協同組合柴田地区本部
　� 56-1212

�日時／ 11月 16日（日）13：30集合
※雨天決行

�集合場所／富沢農村公園駐車場

�農園場所／富沢字赤柴 82

�農園用地面積／約 1,500�

�一区画の面積／ 50�

�使用料／ 6,000 円（年額）
※2区画まで申し込みできます。近くの畜産農

　家から完熟堆肥の提供が受けられます。

�農地管理者／富沢の集楽営農を考える

　会　会長加藤武男

■問  地域産業振興課　� 55-2122

　仙南地域の中小業者が、地域の皆さん

に日ごろの感謝を込めて、今年も民商ま

つりを開催します。多くの方のご来場を

お待ちしています。

�日時／11月2日（日）10：00～14：00
�場所／大河原町白石川河川敷
�内容／新鮮な地場野菜・果樹や米・も
　ち・豚汁などの出店、子どもコーナー

　など楽しい企画がいっぱいです。

■問  仙南民主商工会（小室）　� 55-3267

　今年、使い捨てカセットボンベや可燃

性のガスが入っているスプレー缶・ライ

ターなどが原因と思われる、ごみ収集車

の車両火災が 3件発生しています ｡

　ごみ収集業務の安全のため、ごみ出し

の際は以下のことにご注意ください。

○カセットボンベ・スプレー缶…使いき
　り、穴を空けガス抜きをしてから「缶

　類」の日に出す

○使い捨てライター…使いきり、水に浸
　してから「燃えないごみ」の日に出す

ご不明な点はお問い合わせください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　町の特産である「柴田のゆず」を使ったお菓子のコンテス
トを開催します。あなたの自慢の一品をお待ちしています。
応募要領とレシピ用紙を郵送しますので、電話またはＦＡＸ
でお申し込みください。
�日時／ 11月 30日（日）10：00～ 14：00　　　�場所／船迫公民館
�募集期間／10月 20日（月）～ 31日（金）

■申  わがまち探検隊（秋本）
■問  柴田町女性地場産振興会事務局（地域産業振興課内）　� 55-2122

仮称「富沢農園」が開園
～現地見学会で利用申込受付～

ゆずを使ったお菓子を募集します

　「広報しばた」は 14,450 部作成し、町
内全世帯および町内外の関係団体に配布
しています。先着順にて受け付けしてい
ます。
�掲載料金／ 10,000 円（1枠）

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　燃えるごみの中にはどれくらいの生ごみが入っているでしょうか（重量比）？なん
と燃えるごみ全体の約40％。そして生ごみの大半は水分。水分が多く含まれている
と、重量が増え、焼却施設維持のための負担金も増え、燃えづらくもなる ･･･ と良い
事がありません。「出来るだけ濡らさない」「ひと絞りする」を合言葉にごみ減量にご
協力をお願いします。また、生ごみ処理容器を購入される方に対しての補助金制度が
あります。詳しくは町民環境課までお問い合わせください。

■問  町民環境課　� 55-2114

生生生生生生生生生生生生生生生ごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみののののののののののののののの水水水水水水水水水水水水水水水切切切切切切切切切切切切切切切りりりりりりりりりりりりりりりををををををををををををををを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しししししししししししししししょょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううう
「広報しばた」有料広告
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主な行事日学　校

船小まつり7船岡小学校
� 55-1064 県ＰＴＡ柴田大会9

持久走大会11

避難訓練14

フリー参観19

芸術銀河 200827

ＰＴＡ環境整備作業29

持久走大会5槻木小学校
� 56-1029 避難訓練11

音楽発表会（児童
公開）

12

音楽発表会（保護
者）

15

振替休業日17

4 年生社会見学28

就学時発達検査7柴田小学校
� 56-1430 持久走大会11

避難訓練18

個人面談20～21

落ち葉拾い29

持久走大会13船迫小学校
� 55-5394 落ち葉拾い27

就学時発達検査10西住小学校
� 53-3227 持久走大会13

避難訓練17

わくわく祭り21

東船岡秋祭り8東船岡小学校
� 55-1811 持久走大会21

教育面談21～28

1 年職場体験5～6船岡中学校
� 55-1162 1 年奉仕活動7

三者面談10～12

授業参観13

三者面談14～18

1 年芸術鑑賞18

期末考査20～21

避難訓練21

特別支援学級スポ
ーツ大会

5
槻木中学校
� 56-1331

三者面談10～17

1 年職場体験12～13

学習相談ＷＥＥＫ20～26

期末考査27～28

避難訓練28

合唱コンクール7船迫中学校
� 54-1225 三者面談10～17

学習支援日25～26

期末考査27～28

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　町内歯科医による無料歯科健診や簡単

に作れるおやつの試食など、「妊婦と産

まれてくるお子さんの歯の健康づくり」

を目的に開催します。

�開催日／ 11月 21日（金）
�受付時間／ 9：30～ 9：50
�場所／保健センター 1階
�募集人数／妊婦 15人（先着順）
�持ち物／母子健康手帳
�申込期限／ 11月 19日（水）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

�日時／ 10月 25日（土）、26日（日）
　9：00～ 16：00

�場所／槻木生涯学習センター
�入場料／無料
　展示の部（25日、26日）

　芸能の部（26日）

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

�日時／10月18日（土）9：00～20：00
　　　　　　   19日（日）9：00～16：00
�場所／槻木生涯学習センター
○展示・即売（18日・19日）
バザーや書道、陶芸、川柳、フラワーデ

ザイン、シャドーボックスなどの展示

○芸能発表（19日）
舞踊、詩吟、大正琴、ダンス、コーラス、

カラオケ、槻木保育所のお遊戯などの

発表

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　絵本や紙芝居を楽しみ、お子さんの想

像力を育てませんか。

�日時／11月7日（金）10：00～12：00
�場所／槻木生涯学習センター　
�対象／幼児と保護者の方

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

平成 20年 9月 1日付
【企画財政課】○併柴田町・村田町・大
河原町合併協議会事務従事・沖舘淳一（主

任主査）

平成20年 10月 1日付
【企画財政課】○兼車両管理班長兼車庫
長・松崎秀男（公共工事管理監）○兼財

政班長併仙南土地開発公社・大場勝郎（地

域再生対策監）○課長補佐（併柴田町・

村田町・大河原町合併協議会事務従事）・

武山昭彦（税務課）○主幹（併柴田町・

村田町・大河原町合併協議会事務従事）・

佐藤芳（税務課）○主幹（併柴田町・村

田町・大河原町合併協議会事務従事）・水

戸英義（総務課）【税務課】○兼総括班
長・加茂和弘（税収納対策監）○課長補

佐（町民税・国民健康保険税班長）・奥山

秀一（企画財政課）【船岡生涯学習セン
ター】○副参事・近江昭一（スポーツ振
興室）

�日時／ 11月 8日（土）9：00～ 15：00
　　　　　　　9日（日）9：00～ 15：00
�場所／船迫生涯学習センター
○展示（8日、9日）
絵画、書道、陶芸、押花絵、パッチワー

ク、川柳、刺繍、生花、水彩画など

○芸能発表（9日）
熊野幼稚園・西船迫保育所出演、民謡、

舞踊、ダンス、カラオケなど

○一坪市（8日、9日）
船迫小地区町民のほか、はらから・旭

園でも出店（野菜・陶器・瀬戸物・手

芸品など）

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　宮城県図書館から 300冊の外国や日

本の絵本がやってきます。

�期間／ 11月 5日（水）～ 14日（金）
　9：00～ 17：00（休館日を除く）

�場所／槻木生涯学習センター　

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

にこにこ妊婦
歯っぴータイム
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