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　介護保険認定事務に係る調査員を募集

します。

�募集人員／若干名

�応募資格／介護保険認定調査員の経験

　のある方、介護支援専門員（実務研修

　受講済みの方）　

�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、

　資格証の写しを添付の上お申し込みく

　ださい。

�申込期限／平成 20年 11月 28日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2159

 売却物件1【船岡東三丁目15番 1】
船岡駅まで徒歩約10分（約 1,000ｍ）

旧船岡保育所跡地

�地目・面積／宅地981.96�
�用途地域／一種住居地域　
　建ぺい率60％　容積率 200％

�売却方法／公開公募抽選
�売却価格／35,221,000 円

 売却物件2【東船迫二丁目17番】
柴田町地域福祉センター隣地

�地目・面積／宅地6,427.41�
�用途地域／一種住居地域・準工業地域
　建ぺい率60％　容積率 200％

�売却方法／公開公募抽選
�売却価格／99,600,000 円

�抽選日／12月 15日（月）　　　　�抽選会場／保健センター4階
�申込期間／11月 17日（月）から 12月 10日（水）まで　

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

　「柴田町・村田町・大河原町合併協議会」

の第3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。傍聴

してみませんか。

�日時／ 11月 21日（金）13：30～

�場所／大河原合同庁舎 4階大会議室

　合併協議会のホームページが開設され

ました。http://www.smo-gappei.jp

■問  企画財政課　� 54-2111

「お正月は着物で過ごし

てみたい」「自分で着物を

着られたらいいな」と思

いの方、参加しませんか。

�日時／ 12月 6日（土）・13日（土）・20

　日（土）13：00～　計 3回

�場所／船迫生涯学習センター

�対象／大人から子どもまで（男女問わず）

�定員／ 20名

�参加費／無料

�準備物／着物、帯、紐（5本）、着物用

　下着一式、長襦袢、帯枕、帯上げなど

�講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）

�申込期限／ 11月 26日（水）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　平成 19年度に地籍調査した「葉坂字

上崎等 7単位区域」について、成果の閲

覧を下記のとおり実施します。関係土地

所有者の皆さんは閲覧確認をしてくださ

い。

�閲覧期間／11月20日（木）～12月9

　日（火）午前9時 30分から午後4時ま

　で　なお、月・土・日・祝日と 11 月

　25 日（火）は休みですが、12 月 6、7

　日（土、日）は閲覧を行います。

�閲覧会場／農村環境改善センター

�対象区域／葉坂字上崎、大橋、宮橋の

　一部、桟敷、船迫字中沼、千代の台、

　槻木字台前

■問  都市建設課　� 55-2120

　月間予定表と日記、統計資料、仕事や

生活に役立つ資料等が掲載されています。

�販売期間／11月25日（火）～12月5

　日（金）9：00～ 17：00※土日祝を除く

�販売場所／企画財政課、槻木事務所

�販売価格／ 500円（消費税込）

�規格／ 17.5cm× 8.8cm　
　※予約の必要はありません。

■問  企画財政課　� 54‐2111

地籍調査事業
成果閲覧を行います

お正月、着物を着よう！

介護保険認定調査員募集町町有有地地をを売売却却ししまますす
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　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附をいた

だき、今回初めて展示紹介します。

�会期／～ 1月 25日（日）まで

�開館時間／9:00～ 16:30

�会場／しばたの郷土館

�入場料／大人200円　高校生100円

　（20名以上で団体割引有）

�日時／12月13日（土）

　　　　　9:00～12:00

�内容／縄ないを体験し、

　「玄関飾り」と「小輪っ

　か」を作ります

�募集人数／20人

　　　　　　（先着順）

�参加費／500円（材料代）

�持ちもの／剪定ばさみ（わら切り

　用）、ペンチ、エプロン、タオル

　

　平成21年のさくらまつり期間中

に郷土館を利用して、作品の展示発

表する方を募集します。

�申込期限／11月 28日（金）

小室達展
「ささえた人々」

しめ縄作り体験学習
自分で作った飾りで　　　　　
　　良いお正月をお迎えください

柴田町デイサービスセンターまごころホーム

指定管理者の公募
　高齢者の福祉サービスの向上を図ることを目的とするデイサービスセンターの管理
運営を効果的・効率的・安定的に行っていただく「指定管理者」の指定にあたり、事
業者を公募します。
�指定管理者を公募する施設／柴田町デイサービスセンターまごころホーム
�所在地／柴田町大字船岡字中島68番地
�公募期間／11月 17日（月）～ 12月 15日（月）
�説明会／11月25日（火）役場会議室　�指定期間／平成21年4月1日～26年3月31日
�説明会参加締切／11月 21日（金）　※メールまたはＦＡＸで申し込み

■申 ■問  健康福祉課　� 55-5010

�日時／ 11月 29日（土）10：00～
�場所／船岡公民館
�内容／総合型地域スポーツクラブ設立
　の意義や役割などについて理解を深め、
　設置に向けた取り組みについて。
�講師／仙台大学教授　丸山富雄氏

■問  柴田町体育協会事務局（スポーツ振興
　室）� 55-2030

　菊池邦漣（四日市場在住）の指導する会
の発表会を開催します。ゲストは、津軽民
謡、岩手民謡のトップスター吉田やす子氏、
佐藤正義氏のほか民謡歌手や舞踏会のか
たがた約100人が出演。入場無料です。
�日時／ 11月 24日（月）9：30～
�場所／槻木生涯学習センター

■問  菊池　

おむつ費用の医療費控除
○ねたきり状態にある方で、おむつの使用
が必要と医師に認められた方は、当該医師
が証明する「おむつ使用証明書」と「おむ
つ代の領収証」を確定申告書に添付するこ
とで、医療費控除の対象になる場合があり
ます。
○介護保険の要介護認定を受けている方
で、この控除を受けるのが 2年目以降の確
定申告では、医師が証明する「おむつ使用
証明書」の代わりに要介護認定に係る「主
治医意見書の内容を確認した書類」又は
「主治医意見書」の写しを使用することが
できます。必要な方は、介護保険班に確認
の手続きをしてください。ただし、主治医
意見書にて以下の2点が確認できた場合に
限ります。（確認できない場合は、医師が
証明する「おむつ使用証明書」が必要にな
ります。）
①　ねたきり状態にあること
②　尿失禁の発生の可能性があること

要介護認定者の障害者控除
○精神や身体に障害のある 65歳以上の方
は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉
手帳等の交付を受けていない場合でも「身
体障害者に準ずる高齢者」「知的障害者に
準ずる高齢者」「ねたきり等高齢者」と認
められた場合には、町長が発行する「障害
者控除対象者認定書」により、税法上の障
害者控除が受けられます。介護保険の要
介護認定を受けている方で、認定書を必要
とする方は、介護保険班に申請してくださ
い。なお、認定の判断は、申請書を受理後
に介護保険認定調査票により行います。
基準に該当しない場合は認定書の交付が
できません。

■問  健康福祉課　� 55-2159

確定申告用各種控除証明

 作品出展者を募集

�日時／ 1月 11日（日）10:00 ～
�場所／柴田町民体育館
　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 12月までの平日午後
7時から数回開催する予定です。
�募集人数／ 10人程度

■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中
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　国民年金保険料は、納付した全額が所

得税・市民税などの社会保険料控除の対

象になります。

　社会保険庁では、毎年11月初旬に「社

会保険料（国民年金保険料）控除証明書」

（はがき）を被保険者あてに送付してい

ます。年末調整や確定申告時に、1年間

に納付した国民年金保険料の額を証明す

る書類を添付する必要がありますので、

大切に保管してください。（10月以降に

本年初めて保険料を納付する方について

は、翌年 2月初旬に同様の証明書が送付

されます）

　「社会保険料（国民年金保険料）控除証

明書」についての詳しいお問い合わせは、

証明書に記載のお問い合わせ先におかけ

ください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　介護をしている仲間で楽しい時間を過

ごしてリフレッシュしませんか？初めて

参加の方もお待ちしております。

�日時／ 12月 18日（木）

　　　　 11：00～ 14：00

�場所／柴田町地域福祉センター

�参加費／ 1,200 円（昼食代含む）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

�場所／柴田町大字富沢字赤柴 76-1
�農園用地面積／約 1,500�
�一区画の面積／ 50�
�使用料／年 6,000 円
　近くの畜産農家から完熟堆肥の提供が

うけられます。

■申  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

　振り込め詐欺の被害が後を絶ちません。

「すぐ振り込まないと大変なことになる」

などと言われても、ちょっと待ってくだ

さい。まず、家族や信頼できる人に相談

してみましょう。事実が確認できるまで

は振り込まないことが大切です。手口を

知って振り込め詐欺を撃退しましょう。

 おれおれ詐欺
孫や子供、配偶者になりすまし電話で家

族をだまして金銭を振り込ませる手口で

す。

 架空請求詐欺
不特定多数の人に対して支払い根拠のな

い請求をして、お金をだまし取る手口で

す。

 融資保証金等詐欺
融資の申込者から保証金や保険料等の名

目でお金をだまし取る手口です。口座に

勝手に振り込んで高額な返済金を要求す

る手口もあります。

 還付金詐欺
税金や保険料の返還を装って逆にお金を

振り込ませる手口です。

　万一振り込んでしまったら、すぐに警

察と金融機関に届けましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

　サークル会員のほか、特別ゲストも迎

えて 67組が唄や踊りを発表します。皆

さん是非お越しください。

�日時／ 11月 30日（日）10：00～
�場所／槻木生涯学習センター

■問  大槻　

　公証制度は、遺言や任意後見契約など、

住民の権利を守り、法的紛争を防止する

のに大きな役割を果たしています。あな

たの大切な財産を契約や遺言で守るため、

国の機関である公証役場を活用してくだ

さい。公証役場では、遺言書の作成、借

用証書・土地建物賃貸借契約書・離婚に

伴う慰謝料・養育費・財産分与等に関す

る契約書の作成、会社の定款の認証など

の事務を取り扱っています。また、上記

書類の作成のための相談（秘密厳守）を

無料でお受けしております。執務時間は、

午前 9時から午後 5時まで、土、日、祝

日は休みです。

■問  仙台法務局所属　大河原公証役場
　� 53-2265

　「第 60回人権週間」行事の一環として、

下記により「暮らしの悩みごと相談」を

開設します。人権擁護委員のほか、行政

相談委員・生活相談員・消費生活相談員

が、家族・近隣・子どもや高齢者関係等

の相談に応じます。あわせて、公証人に

よる「公証相談」も開設します。（柴田町

役場のみ）秘密は守られますので、お気

軽にご相談下さい。

�日時／12月3日（水）10:00～15:00
（公証相談は、10：00～ 12：00）

�場所／役場（公証相談有）、槻木生涯学
　習センター

■問  町民環境課　� 55-2113

来年 3月に開園予定の

「富沢農園」
随時現地見学申込受付

ほんとうですか？その話

振り込め詐欺にご注意を！

お楽しみ親子観劇会
～親子で見にきて！楽しい人形劇～

�日時／11月28日（金）10:00～11:00
�場所／子育て支援センター
�対象／2歳～就学前のお子さんと保護者
※事前の申し込みが必要です。

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね！～

�日時／12月2日（火）9:45～11:00
�場所／船岡生涯学習センター
�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。
　事前の申し込みは不要です。
　

■申 ■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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主な行事日学　校

音楽発表会（児童
公開日）

3船岡小学校
� 55-1064

音楽発表会（一般公
開日）・フリー参観日

6

振替休業日8

教育面談9～15

学習参観日3槻木小学校
� 56-1029

5 年社会見学3柴田小学校
� 56-1430 授業参観5

クリーン作戦8

授業参観3船迫小学校
� 55-5394 お楽しみ集会11

教育面談1西住小学校
� 53-3227

教育面談1東船岡小学校
� 55-1811

授業参観13船岡中学校
� 55-1162 振替休業日15

授業参観6槻木中学校
� 56-1331 振替休業日8

3年実力テスト9

2年芸術鑑賞11

アンサンブルコン
テスト仙南大会

20

2 年芸術鑑賞11船迫中学校
� 54-1225 授業参観12

第 2学期終業式22小中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　駐車場および自転車駐車場の管理運営

を行っていただく「指定管理者」の指定

にあたり、事業者を公募します。

�指定管理者を公募する施設／
船岡駅南・北駐車場および自転車駐車場

槻木駅東・西駐車場および自転車駐車場

�公募期間／11月17日（月）～12月15
　日（月）

�指定期間／平成21年4月1日～26年
　3月 31日
※応募資格および業務内容など詳細については、
　お問い合わせください。

■問  都市建設課　� 55-2121

　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／12月12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／12月5日（金）・19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

　雇用対策法により、労働者の募集、採用

時に年齢制限を設けることができません。

この年齢制限の禁止は、ハローワークを

利用する場合をはじめ、民間の職業紹介

事業者、求人情報提供事業者などを通じ

て行う場合や事業主皆さまが自ら募集・

採用する場合を含め、広く適用されます。
※厚生労働省令により、例外的に年齢制限が認
　められる事由が定められています。

■問  宮城労働局職業安定課
　　� 022-299-8061
　ハローワーク大河原　� 53-1042

　町では、民生委員協議会の協力をいた

だきながら、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。地区民生委員が訪問した際は、

お気軽にご相談ください。

�対象者／障害者手帳、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

　今年は、手作りの

クリスマスリースで、

お部屋を飾ってみま

せんか？

�日時／11月26日（水）10：00～12：00
�場所／西住公民館（創作室）
�対象／成人
�募集人数／ 12人
�参加費／ 900円
�持ち物／はさみ・目打ち・メジャー
�申込期限／定員になり次第締め切り

■申 ■問  西住籐愛好会（掘米）
　

　身近な材料を使ってリズム楽器を手作

りしてみませんか。仙南音楽芸術協会が

主催する歌って遊べる体験講座です。

�日時／12月14日（日）14：00～17：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学生の親子および一般の方
�募集人数／ 40組
�参加費／ 1人 300円
�持ち物／はさみ、筆記用具
�申込期限／ 11月 30日（日）

■申 ■問  高島　

駐車場および自転車駐車場の
指定管理者の公募

クリスマスリースを
作りませんか！　　　  

ミュージックフレンズ
― 音楽を体験しよう ―

民生委員の災害時要援護者
名簿登録の推進活動について

労働者の募集・採用時の
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