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�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）までにご連絡
ください。

　
　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

　

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。
�応募期限／ 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

　歌・手遊びなど楽しい企画がいっぱい

です。同年代の児童同士、また親同士の

交流の場としても参加してみませんか？

�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

�募集人数／ 20組程度

�参加費／無料

�申込期限／ 11月 12日（水）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　ミニカップに入ったこんにゃくゼリー

を食べて窒息死する事故が、子どもやお

年寄りに起きています。窒息事故を防止

するため「子どもやお年寄りは絶対に食

べないでください」「凍らせて食べないで

ください。（凍らせるとゼリーが固くなり、

さらに喉に詰まりやすくなります）」

■問  町民環境課　� 55-2113

　12月 1日、全国で「平成 20年住生活

総合調査」が行われます。国土交通省で

は、住生活の安定・向上に係る施策を推

進するため、居住環境を含めた住生活全

般に関する実態や居住者の意向・満足度

などを総合的に調査するものです。調査

員が伺いましたら、調査票への記入をお

願いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

　平成 21年度に勤務できる方で、臨時

保育士・臨時児童厚生員として登録して

くださる方を募集しています。

臨時保育士：保育業務に従事
臨時児童厚生員：学童保育に従事
�応募資格／おおむね 50歳までの方で、
　保育士または幼稚園教諭の資格を有す

　る方

�任用／随時任用
�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。

�募集期限／平成 20年 12月 19日（金）

■申 ■問  子ども家庭課
　� 55-2115

　麻しん風しんの撲滅を図ろうと全国的

に運動を展開しています。そのためには

早めに麻しん風しんの予防接種を2回受

けることが重要になります。

　対象者は、1回目は 1歳のお子さん（1

期）で、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）です。2期・3期・4期の対

象者は有効期限が平成21年3月31日ま

でになり、その期間を過ぎると有料にな

ります。風邪やインフルエンザが流行す

る前に、指定医療機関にて麻しん風しん

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

～新成人の抱負～

成人式実行委員募集中

3歳児ワールド2008
第3回 音楽と劇　　
　　「みんなおいで！ ｣

麻しん風しん予防接種を
忘れず受けましょう

臨時保育士・児童厚生員
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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／ 11月 16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
11月 9 日（日） 9:00～16:00

11月23日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
11月 2 日（日） 9:00～16:00

11月16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／11月18日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／11月20日（木） 19:00
場所／船岡公民館

12
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　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

☆☆☆☆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
11月 4 日（火）佐藤由美子

生　　活
11月11日（火）飯渕　紀子

11月18日（火）近江　宣男

11月25日（火）山本登起子

■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
11月 5 日（水）渡邊みち子

人　　権 11月12日（水）郡山登美子

11月19日（水）桂川　クメ

11月26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
11月14日（金）大友　勝彦

人　　権
11月28日（金）本多　敬一

11月28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

　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
�入場料／大人200円　高校生100円（20名以上で団体割引有）
　

�日時／ 11月 8日、22日（土）9:30～ 11:00
�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　　　�対象／小学校4年生以上
　

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

■申 ■問  柴田盆遊会　
　

　紅葉の鮮やかな船岡城址を借景に、如心庵・広間・立礼の各茶席で、心安らぐ

ひとときをお過ごしください。

�日時／ 11月 3日（月）9:00～ 15:00
　如心庵：伏見晋冲社中（玉川遠州流）濃茶席

　広間：猪股宗鶴社中（裏千家）薄茶席　　

　立礼：樋口宗正社中（裏千家）薄茶席

�茶券／前売券1,500円（3席濃茶席含む）　前売券800円（2席薄茶席のみ）
　　　　当日券500円（1席薄茶席のみ）

　来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

11月のトンボ玉体験会

し ば た 茶 会

第2回粋な文化展（盆栽、山野草、水石）展示会

作品出展者を募集
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火のしまつ　君がしなくて　誰がする
　町内では、今年に入って12件の火災が発生しています。（9月末現在）日ごろから、

ご家庭や職場での火の取り扱いには深い関心を寄せていると思いますが、これからは

空気の乾燥や暖房機器の使用などで火災が起こりやすい状態になりますので、火の元

の管理には十分な注意が必要です。

住宅用火災警報器の設置はお済みですか
　住宅火災から「大切な命」を守るためには、火災の早期発見です。住宅火災による

死者数は急増しており、原因の6割は逃げ遅れとなっています。そのことから、消防

法が改正され平成18年 6月 1日より、一般家庭住宅に住宅用火災警報機の設置が必

要となりました。「大切な命」を守るために住宅用火災警報器を設置しましょう。

山火事は地球も未来も燃やします
　空気が乾燥し、風の強い日が多くなります。たき火・入山者による火の不始末など

により山火事へと発展する火災が毎年多く発生しています。風の強い日はたき火をし

ない、すぐ消火できる準備をしておくなど十分注意しましょう。

■問  柴田消防署　� 55-2012

＜基本方針＞
○児童虐待防止に向けた国民的意識の高揚・定着

○地域社会に根ざした児童虐待防止活動の促進

○児童虐待防止活動による民間団体等の関係団体や関係機関、地域住民等の連携強化

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　   一日公庫
　年末に向けての事業資金の申し込み、相談会を開催します。

�日時／11月12日（水）10:00～15:00　�場所／柴田町商工会館　3階会議室
�申込期限／11月 10日（月）午前中まで

　   地域力連携拠点事業移動個別相談会
　東北経済産業局からの委託を受けて実施しています。あなたの経営問題を解決

します。まずは相談して下さい。

�日時／11月12日（水）10:00～16:00　�場所／柴田町商工会館　3階会議室
�申込期限／11月 10日（月）午前中まで　※相談無料、秘密厳守

　   無料発明相談会
　産業財産権に係る出願手続きなどについて無料相談会を開催します。

�日時／11月12日（水）10:00～16:00　�場所／柴田町商工会館　3階会議室
※相談無料、秘密厳守
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仙南地域職業訓練センタークリスマス料理教室受講生募集

�日時／ 11月 13日（木）・20日（木）・
　27日（木）・12月 4日（木）
　18：30～ 20：30（1回でも可）

�場所／船迫公民館
�対象／初めての方、本格的趣味にとお
　考えのどなたでも

�講師／平賀颯幽氏（琴古流宗家竹友社
　師範）

�募集人数／ 10人（先着順）
�受講料／無料　※尺八もお貸しします。
�申込期限／ 11月 11日（火）

■申 ■問  門間（村井事務所内）
　大島　

�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／11月 14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

�募集項目／ 2等陸・海・空士（男子）
�応募資格／採用予定月の1日現在、18
　歳以上 27歳未満の男子

�受付期間／10月20日（月）～11月25
　日（火）

�試験日／11月29日（土）または30日（日）

■問  自衛隊大河原地域事務所　
　� 53-2185

�日時／11月17日（月）
　14:00～15:30

�場所／保健センター 4階
�講師／菊地敏子氏（省エネ普及指導員、
　宮城県地球温暖化防止活動推進員）

�参加費／無料

■問  生涯学習課　� 55-2135

　宮城県内の事業場で働くすべての労働

者（臨時、パートタイマー、アルバイト

などを含む）に適用される宮城県最低賃

金（現行 639円）は、下記の金額に改正

されます。

�時間額／ 653円
�効力発生年月日／ 10月 24日

■問  宮城県労働局労働基準部賃金室
　� 022-299-8841

�日時／ 11月 15日（土）～ 20日（木）
　9:00 ～ 16:00

�場所／しばたの郷土館
�同時開催／吉林省砂漠化防止写真展、
　中国物産展、菊地美紀写真展、町内小

　中学生の書画作品展

■問  柴田町日中友好協会（中島）
　

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／ 11月 11日（火）・25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／ 11月 11日（火）・25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

尺八で「荒城の月」を吹いてみませんか

尺八基礎講座

宮城県最低賃金

「平和を仕事にする」
自衛官募集

講　座　内　容日時・受講料講　座　名

シェフと一緒にクリスマスやお正月
に手軽に出来るフランス料理をマス
ターしてみませんか？
メニュー：前菜、りんごのスープ、牛
肉を使ったメインデッシュ、お楽し
みデザート

12月 2日（火）
10：00～ 13：00
受講料：3,000 円

フランス風
おもてなし料理
募集人数：20人

パティシエと一緒にクリスマスケー
キ作りに挑戦してみませんか？チョ
コレートと生クリームで、ガナッ
シュチョコレートケーキを作ります。

12月 3日（水）
10：00～ 13：00
受講料：2,500 円

パティシエと作る
クリスマスケーキ
募集人数：16人

�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

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

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

30西住公民館11月 11日（火） 19：00～ 21：00
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ほのぼの料理教室
野菜をおいしく食べて健康維持を

　楽しいイベントがたくさんあります。参加費は無料です。ぜひお越しください。

�日時／ 11月 9日（日）13：00～ 16：00　　�会場／サンコア内サンシャイン広場

■問  県仙南保健所　成人・高齢班　� 53-3120

　平和祈念事業特別基金では、いまだ請

求されていない恩給欠格者、戦後強制抑

留者、引揚者の「ご本人」に、『特別慰労

品』を贈呈しています。（ご遺族の方は対

象とはなりません。）引揚者は、終戦の日

まで引き続き1年以上外地で生活してい

て戦後引き上げてきた家族全員が対象で

す。請求書は、健康福祉課にあります。

請求期限は平成21年3月31日までです。

未請求の方は、早急に申請してください。

資格要件などのお問い合わせは、独立行

政法人平和記念事業特別基金まで

� 0120-234-933（月～金 ､9：15から

17：15、土日祝日休）

■問  健康福祉課　� 55-5010

　「歳末たすあい募金運動」が今年も12月 1日から 31日まで実施されます。お寄せ

いただいた募金は、生活が特に苦しい状況にある方（ひとり親家庭・ひとり暮らし高

齢の方・重度障害のある方など）に歳末募金見舞金を贈呈いたします。見舞金贈呈に

つきましては、個人情報保護法などの施行により個人情報の取り扱いや贈呈者の生活

状況の具体的な判断が難しい事由により、平成17年度から歳末募金見舞金申請書の

提出が必要となりました。本人の希望により民生委員の協力を得て申請書を提出して

いただくことになります。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

�日時／ 11月 8日（土）9：45～ 13：50
�場所／宮城県立角田養護学校
�内容／午前：ステージ発表、午後：作
　品販売、午前・午後：作品展示

■問  宮城県立角田養護学校　�63-2555

�日時／11月21日（金）9：30～12：30
�場所／船迫公民館
�内容／調理実習、健康講話
�対象／町内在住の方、調理実習に関心
　のある方

�募集人数／ 20人程度
�参加費／ 300円

■申 ■問  特別養護老人ホーム常盤園
　� 55-1421、ケアホームふなおか
　� 54-5181

�日時／11月7日（金）15：00～21：00
�場所／オーガ 2階（大河原駅前）
�相談内容／健康保険、厚生年金、国民
　年金、雇用保険、労災保険、就業規則、

　賃金、解雇、そのほか労務管理全般

■問  社会保険労務士会大河原支部（寺島）
　

　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。

�日時／11月20日（木）10：30～11：30
�場所／船岡公民館
�参加費／無料

■問  おはなしの会　ぴいかぶう（小塩）
 

　この研修会は議員だけでなく、町民の

皆さんと一緒に勉強したいと考えていま

す。参加費は無料です。

�日時／11月15日（土）13：30～15：30

�場所／保健センター 4階

�講師／東北大学大学院経済学研究科

　教授・医学博士　日野　秀逸  氏

■問  議会事務局　� 55-2136

歳末たすけあい募金見舞金の贈呈について
～歳末見舞金申請が必要となります～

内　　　容時　間

そらとぶクレヨンによる講演（紙芝居など）
「おやさいだいすき」

14：00～ 15：00

（食育ステージ）

○食育釣りゲーム「選んでつくろう！栄養まんてんごはん」
○仙南栄養士会「食育バランスガイドBINGOdeチェック」
　「野菜 350ｇってどれくらい」
○メタボクイズ「メタボくんを探せ」
○体脂肪模型展示　○展示・パンフレット配布

13：00～ 14：00

15：00～ 16：00

（展示・体験コーナー）

　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
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　県が行う食の安全安心に関するアン

ケートの協力や講習会などへの参加およ

び県に対して食の安全安心に関する提言

をしていただける方をモニターとして募

集しています。県内在住の満 18歳以上

の方であればどなたでも登録でき、登録

された方には、食品表示のハンドブック

をプレゼントします。参加できる範囲で

の活動で構いませんので、気軽に御登録

ください。

■問  宮城県環境生活部食と暮らしの安全
　推進課　� 022-211-2641
　http://www.pref.miyagi.jp/shoku-k

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」開催

　町では、視覚障害者の方のための「活字文書読み

上げ装置」を購入し、健康福祉課と槻木事務所の窓

口に設置しています。読み上げることのできる文書

は、「音声コード」が必要ですが、「音声コード作成

ソフト」によりパソコンで簡単に作成することがで

きますので、視覚障害者の皆さま、是非お試しくだ

さい。なお、視覚障害2級以上の方については、

日常生活用具として費用（限度額99,800 円）の約

1割を自己負担することにより補助を受けて購入す

ることができます。

■問  健康福祉課　� 55-5010

　介護予防の勉強と楽しくおしゃべりし

ながら外食しませんか？

�日時／ 11月 19日（水）11：00～
�場所／せんだい屋　（槻木駅近く）　
�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／ 11月 14日（金）

■申 ■問  佐藤　
　　  鈴木　

　高齢や障害者で、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／11月25日（火）13：00～17：00
�場所／役場保健センター
※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

�日時／ 11月 8日（土）9：00～ 15：00
　　 　　11月 9日（日）9：00～ 15：00
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／ 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

　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

　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）

■問  船迫小地区ふるさと文化祭実行委員会
　（船迫生涯学習センター）� 57-2011

　社会保険庁では、毎年 11月を「ねん

きん月間」として、年金相談の充実、国

民年金保険料のご案内など各種取り組み

を行っております。平成 19年の国民生

活基礎調査によると、高齢者世帯の所得

構成のなかで「公的年金・恩給」の占め

る割合は 68.4％となっており、また公

的年金・恩給を受給している高齢者の世

帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に

占める割合が100％の世帯」は61.5％と

なっています。

　終身保障で老後の安定した収入源とし

て中核をなす公的年金は、世代と世代の

支えあいによって成り立っています。こ

の機会に公的年金について考え、よく知

識を深めましょう。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　オペレッタ「おむすびころりん」と楽

しいリズムあそびです。当日は、仙台・

宮城デスティネーションキャンペーンの

マスコット「むすび丸」もやってきます。

�日時／ 12月 2日（火）・3日（水）
　10：30～ 11：45（受付 10：00～）

�場所／柴田町地域福祉センター
�対象／未就学児とその親子
�募集人数／ 30組（先着順）
�参加費／ 300円（1世帯）
※社会福祉協議会会員無料

�申込期限／ 11月 28日（金）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会
　� 58-1771

　11月17日（月）から11月23日（日）は、

全国一斉「女性の人権ホットライン」強

化週間です。夫やパートナーからの暴力、

職場でのセクシュアル ･ハラスメント、

ストーカー行為など女性をめぐる様々な

人権問題について、女性の人権擁護委員

および弁護士が電話相談に応じます。
※相談料無料・秘密厳守

�開設日時／平日　8:30 ～ 19:00
   　　　       土日　10:00 ～ 17:00

　電話番号 0570-070-810（ナビダイヤル）

■問  仙台法務局人権擁護部　
　� 022-225-5611

親子でリズムあそびをしよう

みやぎ食の安全安心
消費者モニター募集中！
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親子よりみち体験

お茶の作法を学ぶ

　自分で作る楽しみは、素晴らしいもの

です。初めての方も大歓迎です。

�日時／毎月第2水曜日　9：00～12：00
�場所／船迫公民館
�教材費／月 1,500 円
�持ち物／ハサミなど
�申込期限／ 11月 30日（日）

■申 ■問  フラワーアレンジメント愛好会
　（宮崎）

�日時／ 11月 15日（土）9：00～ 16：00　�場所／船迫公民館、白石川河川敷公園
�内容／○カラオケ、民謡、ダンス○会員作品展示（絵画、写真、彫刻、手芸品、手
　工芸品、広告デザイン）○グラウンドゴルフ（河川敷公園で、一般参加歓迎）○販

　売コーナー（手芸品、手工芸品、刃物研ぎ、野菜、弁当、芋煮など）

■問  （社）柴田町シルバー人材センター　� 58-7400

親子そば打ち体験

　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／11月26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。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　柴田高原そば粉で、本格手打ちそばを

親子で体験してみませんか？

�日時／11月15日（土）9：30～12：00
�場所／柴田町太陽の村
�対象／親子
�募集人数／ 10組（先着順）
�参加費／ 1組 1,000 円
�持ち物／エプロン・持ち帰り用容器
�申込期限／ 11月 13日（木）
※当日試食あります。

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　日本の伝統文化である、お茶の作法を

気軽に楽しく体験してみませんか？

�日時／11月14日（金）15：00～16：30
�場所／西住公民館
�対象／未就学児、小学生 （保護者も可）
�募集人数／ 15人
�参加費／ 200円
�申込期限／ 11月 11日（火）

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

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね！～

�日時／11月13日（木）10：00～11：30
�場所／槻木生涯学習センター
�対象学区／槻小・柴小学校区
�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。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児
　童館内）� 54-4040

　10月 1日付で、前任の菊地康子さん

にかわり渡邊みち子さんが新しく人権擁
護委員として、法務大臣から委嘱されま

した。人権擁護委員は、人として幸せな

毎日を送るための権利が侵害されないよ

う、家庭内のもめごとや隣近所とのトラ

ブル、いじめや差別などの相談に応じて

います。また、人権のたいせつさについ

て理解を深める活動を行っています。秘

密は固く守りますので、お気軽にご相談

下さい。

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／11月12日（水）13：00～16：00
�場所／オーガ 2階（大河原駅前）
�相談員／警察官、弁護士、暴追センタ
　ー相談委員

�内容／暴力団問題で困っている方など

■問  （財）宮城県暴力団追放推進センター
　� 022-215-5050、宮城県警察本部
　暴力団対策課　� 022-222-8930

　盛りだくさんの内容です。参加費は無

料です。ぜひお越しください。

�日時／11月15日（土）11：00～15：00
�会場／保健センター 1階
�内容／食育コーナー（試食コーナー、
　体験コーナー）、歯科医師による歯の

　健康相談コーナー、保健師による健康

　相談コーナー、展示・体験・実践・パ

　ンフレット配布など

■問  健康福祉課　� 55-2160

　絵本の読みがたり、紙芝居、わらべう

た、ペープサート（絵人形劇）などお楽

しみがいっぱい。

�日時／11月12日（水）14：00～16：00
�場所／庄司宅のガレージ（船岡中央 2
　丁目 4-10）

�対象者／乳幼児（保護者）から小学校
　低学年

■問  おはなしの会ぴいかぶう
　（庄司）
　（小塩）

�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

新新新新新新新新新新新新新新新しししししししししししししししいいいいいいいいいいいいいいい人人人人人人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権権権権権権擁擁擁擁擁擁擁擁擁擁擁擁擁擁擁護護護護護護護護護護護護護護護委委委委委委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員員員員員員ががががががががががががががが決決決決決決決決決決決決決決決定定定定定定定定定定定定定定定

フラワーアレンジメント愛好会
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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

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）

  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）17（月）

12：45～ 13：15内田先生平成 18年 7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）18（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
19（水）

12：45～ 13：15板野先生、佐藤（秀）先生平成 17年 5月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）25（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付26（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）28（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
12/3（水）

12：45～ 13：15森川先生平成 20年 7月生まれの方4か月児健康診査

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 19年 5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 12月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）12（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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

55-0970船　岡船岡中央歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院53-5151大河原さくら内科消化器科16

57-1711船　岡玉野井歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック57-2310船　岡しばた協同クリニック23

84-4851川　崎西村歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科52-1058大河原日下内科医院24

52-1080大河原はせ歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院55-1072船　岡太田内科30

55-5493船　岡川口歯科医院51-1502大河原大河原整形外科52-1123大河原安藤医院12/7

57-2950船　岡菊池歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科54-3755船　岡佐藤内科クリニック14

　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。

�日時／ 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

にこにこ妊婦
歯っぴータイム
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