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　自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障

害など発達障害で悩んでいませんか。

「自分の子どもをもっと良く知りたい」

「うちの子は発達障害なのでは？」など、

この機会に相談してみませんか。支援ス

タッフ、専門相談員が相談に応じます。

（要予約）

�日時／12月17日（水）10:00～16:00

�場所／大河原駅前「オーガ」

�対象／本人、ご家族、支援者の方
※年齢は問いません。

■予 ■問  県南生活サポートセンター「アサン
　テ」　� 51-5361

　町では、昭和55年度から国土調査法に基づき地籍調査事業を進めています。現在

の進捗率は事業面積の92.6％（宅地は 100％完了済）、農地のみ7.4％が未了となっ

ています。これまでは、納税者に不公平感が生じないように特例を採用することとし、

原則として調査前の登記地積を課税地積としてきました。しかし、調査開始から28

年が経過、すでに約9割以上の地域が終了した現在、税の均衡性の見地からはいささ

か不公平な状況となっています。このことから、平成21年度固定資産税・都市計画

税をすべて地籍調査後の登記地積により評価・課税することとなります。納税者の皆

さまのご理解とご協力をお願いします。

　なお、平成21年度から直接該当する納税者の方には、今年度（平成20年度）の

納税通知書に ｢平成 20年度国調地積と評価地積による課税比較明細書 ｣を同封して

います。固定資産税・都市計画税の増額となる大事なお知らせですから、いま一度ご

確認をお願いします。

■問  税務課　� 55-2116

平成 21年度固定資産税・都市計画税の課税地積は

「地籍調査後の登記地積」となります

柴田町職員を募集します

【1次試験】
�日程／平成 21年 2月 1日（日）　　　�会場／宮城県自治会館（宮城県庁北側）仙台市青葉区上杉1丁目 2-3
�内容／教養試験、一般性格診断検査
【2次試験】
�日程／平成21年 2月下旬ごろ　　　　�会場／柴田町役場　　　�内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断書審査など
【申込用紙の請求】
　総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、あて先を明記の上、120

円切手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。

【受付期間】
　平成20年 12月 1日（月）から12月 26日（金）まで（土・日・休日を除く）

【受付時間】
　8：30～ 17：15（総務課にて）郵送の場合は、12月 26日（金）午後5時まで柴田町役場に必着のものに限ります。

■申 ■問  総務課　� 55-2111　〒 989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45　E-mail:general-affairs@town.shibata.miyagi.jp

受　験　資　格職  務  内  容採用予定人員職　　種試験区分

昭和 47年 4月 2日以降に生まれた方で、

保健師の資格を有する方または平成 21

年 3月末日までに資格を取得する方

一般的な保健師業務に従事1人程度
保健師

（大学卒業程度）
上　級

昭和 47年 4月 2日以降に生まれた方で、

保育士の資格を有する方または平成 21

年 3月末日までに資格を取得する方

一般的な保育業務に従事1人程度
保育士

（短期大学卒業程度）
中　級
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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／ 12月 21日（日）  毎月第 3日曜日　　
※12月下旬水球強化練習予定（時間帯によって一部ご利用できない場合がございますのでご了承下さい。）

○…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
12月14日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
12月 7 日（日） 9:00～16:00

12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／12月16日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／12月18日（木） 19:00
場所／船岡公民館

1
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030
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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

12月 2 日（火）安藤　　登

生　　活 12月 9 日（火）佐藤由美子

12月16日（火）飯渕　紀子

■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

12月10日（水）郡山登美子
人　　権

12月17日（水）桂川　クメ

12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

12月12日（金）大友　勝彦
人　　権

12月26日（金）本多　敬一

12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

�対象／小学生の親子（児童1人に保護者 1人でお申し込みください）

�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／12月 12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

　ストレスとリラクゼーションのメカニ

ズムを知り、自分で出来るストレス・マ

ネジメントの方法を学びます。（要申込）

�日時／12月17日（水）15：00～17：00
�場所／県庁 2階　講堂
�講演テーマ／「ストレスに負けない生
　活～心・身体・脳のセルフケア～」

�講師／熊野宏昭氏（東京大学大学院医学
　系研究科ストレス防御・心身医学准教授）

�募集人数／ 300人（先着順）
�申込期限／ 12月 10日（水）

■申 ■問  県精神保健福祉センター
　� 0229-23-1657

　子どもの言葉と心をはぐくむために、

4か月検診の際、親子に絵本の読み聞か

せをして、絵本を手渡す事業を行ってい

ます。この事業にボランティアとしてご

協力いただける方を募集します。

�活動／毎月 1回

�活動場所／保健センター

�申込期限／ 1月 15日（木）
※12月 3日・1月 7日のいずれも午後 2時か
　ら 4時の間に活動をしますので、見学希望の
　方は連絡の上、お越しください。

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

仙南地域職業訓練センター冬休み親子教室参加者募集

にこにこママ応援事業

ブックスタートボランティア募集

講　座　内　容日時・受講料講　　座　　名

　親子で“ものづくり”に親し
むことを目的に、コントロー
ラーで作動する「2足歩行バトル
ロボット」を親子で一緒に力を
合わせて作成します。
持ち物：筆記用具

12月 20日（土）
8：40～ 12：00
参加費：1,500 円
（1組）　　　　　

冬休み親子工作教室
(2足歩行バトルロボット )

募集人数：30組

　親子で一緒に乳製品を使った
3種類「ピザ・スープ・デザート」
の料理に挑戦します。
持ち物：エプロン、三角巾、ハ
ンドタオル、筆記用具

12月 20日（土）
10：00～ 13：00
参加費：500円
（1組）　　　　

親子でクッキング
募集人数：12組
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　国民年金保険料は、被保険者本人だけ

ではなく、その世帯の世帯主および配偶

者も連帯して納付する義務があり、ご家

族の国民年金保険料を納付した場合は、

その納付額の全額が納付した方の所得税

などの控除対象になります。1月から

12月までの間に納付した保険料が申告

の対象になりますので、未納になってい

る保険料があるときは年内に納付するよ

うにしましょう。

　申告の際には納付した国民年金保険料

額を証明する書類が必要です。11月初

旬に送付されている「社会保険料（国民

年金保険料）控除証明書」には、その年

の1月から9月末までの間に納付された

保険料額と、年内に納付が見込まれる場

合の見込み額が記載されます。あとから

納付した保険料がある場合には、納付し

た際の領収証書を添付して申告してくだ

さい。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3112

　中学校を卒業され、働きながら高校で

学びたい、高校を卒業したいという社会

人の方を対象に、平成 21年度推薦入試

を行ないます。推薦入試の募集人数は、

募集定員 80人の 30％（24人）以内と

なります。

�出願資格／事業所に3年以上勤務した
方または平成 21年 3月末現在におい

て 3年以上勤務する見込みのある方

（自営業、主婦などは当該業務従事を

勤務とみなします）。いずれの場合も

所属長など責任を持って本人を推薦で

きる方の推薦が必要です。

�出願期間／平成21年1月14日（水）～
　1月 22日（木）

�面接・実技など（面接・作文）／
　平成 21年 1月 30日（金）

■問  宮城県大河原商業高等学校定時制課
　程入試係　� 52-1064

　水道管布設工事に伴い、下記のとおり

車両通行止めとなります。なお、工事期

間中は交通誘導員を配置し、また迂回路

看板等を設置して、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。

�交通規制／車両通行止め（夜間開放）
�期間／12月上旬～翌年2月27日（金）

　

■問  上下水道課　� 55-2119

　月間予定表と日記、統計資料、仕事や

生活に役立つ資料などが掲載されていま

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／ 17.5�× 8.8�　
　※予約の必要はありません。

■問  企画財政課　� 54‐2111

国民年金保険料は
納めた方の税金の
控控除除対対象象になります

宮城県大河原商業高等学校
定時制課程普通科（社会人推薦）

入学者募集

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

スポーツフェスティバル in柴田

グラウンドゴルフ大会結果
　（11月 2日・仙台大学陸上競技場
　　参加者145人　8ホール× 2）

第 1位／大槻　悦夫（35）

第 2位／森　　輝夫（36）

第 3位／岡崎　　進（37）

第 4位／佐藤　佳子（37）

第 5位／鈴木　重吉（37）

第 6位／大沼　二郎（38）

第 7位／大槻　文夫（38）

第 8位／小林　　皓（39）
※（　）内は打数

① 船岡字山岸地内
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○数社からの借入があり、今後の返済を

　どうしようか？

○収入の予定が狂ってしまって、返済が

　できない・・・。

○返済のために、また新たな借入をしな

　ければならない・・？

　このようなお悩みを抱えている方は、

一人で悩まずに、ご相談下さい。借金の

問題は必ず解決できます。弁護士、司法

書士、消費生活相談員が無料で相談に応

じます。

�日時／12月19日（金）9:30～16:30
　（法律相談は 10:00 ～ 16:00）

�場所／大河原合同庁舎
�定員／ 20人（事前予約制）
�予約受付／12月3日（水）～10日（水）
　8:30 ～ 17:15

■予 ■問  県生活・文化課消費生活班
　� 022-211-2523

3歳児まなびサークル
メンバー募集

　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／①並松 11-1 号（2K）
②神山前 1-102 号（2K）

③神山前 2-201 号（2K）

④神山前 3-407 号（2K）

⑤槻木駅前 203号（3LDK）

⑥槻木駅前 1102号（3LDK）

⑦北船岡 904号（1LDK）

�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

　書類を添付のうえお申し込みください。

�受付期間／12月1日（月）～12日（金）
　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

　平成20年1月から12月までにスポー

ツで顕著な成績を挙げた個人および団体

を、柴田町スポーツ賞顕彰要綱に基づき

顕彰します。次に該当すると思われる顕

彰候補者を推薦してください。

�対象者／○スポーツに関し優秀な成績
　を収めた個人および団体○優秀なスポ

　ーツ選手の育成・指導に功績のあった

　と認められる個人および団体○そのほ

　か、特に顕彰に値すると認められる個

　人および団体

�顕彰資格／○町内に住所を有する個人
　および団体○町内の高等学校や大学お

　よび事業所に所属している個人および

　団体○その他、特別な事由がある場合

　は、本町出身者も顕彰の対象

�推薦締切日／ 1月 7日（水）
※推薦用紙はスポーツ振興室・生涯学習課・各
　生涯学習センターにあります。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

　大切な3歳児の1年間を仲間と一緒に

楽しく過ごしませんか？同年齢のお子さ

ん保護者同士のふれあいで「のびのび・

いきいき」の子育てを！

�活動期間／平成21年4月～平成22年
　3月（毎週第1・第3木曜日、午前中予定）

�活動場所／子育て支援センター（予定）
�内容／柴田町子育て支援ネットワーク
　が支援する育児自主サークルです。

�対象／平成18年4月～平成19年3月
　生まれのお子さんと保護者

�募集人数／ 30組程度
�参加費／無料（一部実費負担あり）
�申込期限／ 1月 15日（木）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　インターネットショッピングは、店に
行かなくても欲しい商品の情報が得られ、
家にいながら買い物ができるため、消費
者にとって大変便利なものですが、トラ
ブルも多発しています。
①事業者の名称、所在地、固定電話番号、
　責任者氏名表示のない業者との取り引
　きは避ける。
②販売価格、支払方法、返品制度の有無
　を必ず確認する。
③代金前払いはできるだけ避ける。
④注文したら、注文内容、注文承諾通知
　書を印刷して保管しておく。
⑤商品が届いたら、すぐ中身を確認する。

■問  町民環境課　� 55-2113

　冬季期間の水道の凍結や破裂防止のた

め、町内の各公園にある水飲み場や水洗

トイレなどへの給水を、12月1日から来

年の 3月 10日まで停止します。停止期

間中は不便になりますが、町民皆さまの

ご理解とご協力をお願いします。

■問  都市建設課　� 55-2121

　船岡体育館は、床改修工事のため上記

の期間、臨時休業させていただきます。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

　どなたでも参加できます。
�日時／ 1月 7日（水）10:00
�会場／柴田町民体育館
�会費／ 1,000 円
�申込期限／ 12月 12日（金）

■申  行政区長または総務課
■問  総務課　� 55-2111

　★教育総務課

○船岡中学校昭和 38年度卒業還暦を祝

　う会さんが、船岡中学校教材費資金と

　して、30,955 円を寄付。

　★健康福祉課

○槻木いわひば会さんが、社会福祉資金

　として 5,890 円を寄付。

　★生涯学習課

○島貫巌雄さん（船岡土手内）が、図書を

　寄贈。

○進藤廣衛さん（松ヶ越）が、図書を寄贈。

　★槻木小学校

○村上久美子さん（槻木白幡）が、トロン

　ボーンを寄贈。

町営住宅入居者募集

「ネットショッピング」
ここに注意！ 公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園公園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道道道道道道道道道道道道道道施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設水道施設ののののののののののののののの停停停停停停停停停停停停停停止止止止止止止止止止止止止止停止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

床改修工事のため

船岡体育館臨時休業
平成20年 12月 27日（土）から　
　　平成21年 1月 31日（土）まで
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認知症の人との
かかわりを学ぼう

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／ 12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／ 12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

お正月のアレンジメント
体験教室

　2017年までに 60％、2027年までに 90％、2037年までに 99％の確率で宮城県

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。昭和56年以前に建てられ

た木造住宅は、地震に対する強さがどの程度あるのか耐震診断を受けて、耐震強度を

確認する必要があります。このため町では戸建て木造住宅の耐震診断助成事業を行っ

ています。

○木造住宅耐震診断助成事業
　昭和56年 5月 31日以前に着工した木造戸建て住宅を対象に、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。（住宅の延床面積により8,000円以上の自

己負担があります。）

�募集件数／9件（先着順）　　　　　　　　　　　■申 ■問  都市建設課　� 55-2120

　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

麻しん風しんの予防接種を2回受けるこ

とが重要です。小さい頃に一度接種して

いる方も今回受けていただくようになり

ます。有効期限は平成21年3月31日ま

でです。その期間を過ぎると有料になり

ますのでご注意ください。風邪やインフ

ルエンザが流行する前に、指定医療機関

で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

和太鼓をたたいてみませんか

　さまざまな立場でかかわっている人ど

うしが認知症の基本について一緒に学ぶ

場です。

�日時／①12月10日（水）13：00～15：00
②1月23日（金）13：00～15：00

※ 2回シリーズです

�場所／地域福祉センター　研修室
�内容／認知症の理解と介護の工夫につ
　いての講義とグループでの話し合い

�講師／地域包括支援センター職員　
�対象／認知症の介護をしている方、介
　護職員

�募集人数／ 20人
�参加費／無料
�申込期限／ 12月 8日（月）

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

�期間／12月15日（月）～1月15日（木）
　年末年始は、忘年会・新年会等飲酒の

機会が多くなることに加え、休暇を利用

した帰省、初詣など車を利用する機会が

多く、交通事故の多発が懸念されます。

酒飲み運転追放「3ない運動」
①　運転するときは酒を飲まない

②　酒を飲んだら運転しない

③　運転者には酒を出さない

「冬道の安全運転1･2･3 運動」
①　1割のスピードダウン

②　2倍の車間距離

③　3分早めに出発

を徹底し常に安全運転を心がけましょう。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　地元産の柴田高原そば粉を使用した、

本格そば打ち教室です。今年の年越しは、

自分の手打ちそばで迎えてはいかがで

しょうか。

�日時／ 12月 13日（土）・20日（土）
　9：30～ 12：00

�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／各 10人（先着順）
�参加費／ 2,000 円（昼食付き）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器
�申込期限／各開催日の前日まで

■申 ■問  柴田町太陽の村
　� 56-3970

　和の心を大切に、お正月花を飾って新

年を迎えませんか。豪華でダイナミック

に仕上がります。

�日時／12月27日（土）10：30～12：30

�場所／しばたの郷土館

�募集人数／ 10人（先着順）

�受講料／ 2,800 円（花代）

�持ち物／ハサミ、ごみ袋

�申込期限／ 12月 20日（土）

■申 ■問  フラワーアレンジメントサークル
　柴田（黒田）　

　太鼓をたたいてストレス発散！興味の

ある方、ぜひ参加してみませんか。

�日時／毎月第 1・3水曜日

　13：30～ 15：30

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／成人

■申 ■問  和太鼓をたたこう会（村上）
　

わが家は“地震”に大丈夫？

太陽の村

本格そば打ち教室
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水道メーター検針員募集

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」開催

仙南地区自作視聴覚教材
発表会と作品募集　町の水道メーター検針業務をしていた

だける方を募集します。詳細については

面談の上、決定します。

�対象／柴田町在住の満50歳までの方で

　原動機付自転車以上の免許を有する方

�募集人数／ 2人

�検針区域／船岡小学校区、西住小学校

　区、柴田小学校区

�申込方法／履歴書に必要事項を記入の

　上お申し込みください。

�申込期限／ 12月 15日（月）

■申 ■問  上下水道課　� 55-2119

　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／～ 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人以上で団体割引有）

　

�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）
�持ち物／剪定ばさみ（わら切り用）、ペ
　ンチ、エプロン、タオル

　
�日時／ 12月 6日、20日（土）
　9:30～ 11:00
※所要時間約1時間

�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

小室 達 展「ささえた人々」

　柴田町にお住まいの難病の方、ご家族、

交流会でボランティアを希望する町民の

方を対象に交流会を開催します。口笛の

音色に癒され、お茶を飲みながらほっと

できる時間を過ごしませんか。

�日時／12月25日（木）10：00～12：00

�場所／地域福祉センター

�内容／口笛演奏・交流会

�参加費／ 100円

�申込期限／ 12月 18日（木）

■申 ■問  仙南保健所健康対策班
　� 53-3121

　自作視聴覚教材には、市販教材からは

得られないものがあります。この機会に、

ぜひ出品してみませんか？なお、当日は

視聴だけの参加もできます。

�日時／ 1月 14日（水）8:45 ～ 15:30
�場所／仙南広域視聴覚教材センター
　（大河原町）

�出品部門／学校教育部門、社会教育部
　門、コンピュータ学習ソフト部門

�対象／仙南地域在住者、勤務者
�申込期限／ 1月 9日（金）
　詳細については、仙南広域視聴覚教材

センターホームページ（www.az9.or.jp）

をご覧ください。

■申 ■問  仙南広域視聴覚教材センター
　� 52-3433

　宮城県では平成21年 1月 4日（日）か

ら免許証の偽造・変造の防止や免許証を

持っている方のプライバシーを保護する

ことを目的に、免許証をＩＣカード化し

ます。ＩＣカード化された免許証には、

免許証を身分証明書として使用する際や

ＩＣチップ内の個人情報を保護するため

に暗証番号が必要になります。このため

1月 4日以降に更新等の手続きをされる

方は、4桁の数字で 2組の暗証番号を申

請書に記載・申告することになります。　

　また、免許証のＩＣカード化により免

許証交付手数料が現行手数料に 450円

加算された額になります。

■問  宮城県警察本部運転免許課
　� 022-373-3601

　仙台大学レクリエーション部員による

歌やダンス、体育大学ならでわの出し物

など、大人から子どもまで楽しめる楽し

いステージです。

�日時／12月21日（日）13:30～16:00

�会場／槻木生涯学習センター

　

■問  仙台大学レクリエーション部
（立身）

　合併協議会の会議資料・会議録につい

て、閲覧することができます。

�閲覧場所／役場庁舎（2階情報公開室）

　・槻木事務所

�時間／ 8：30～ 17：15
※資料をコピーする場合、1枚 10円

　合併協議会ホームページにも会議内容

を掲載しています。

http://www.smo-gappei.jp

■問  企画財政課　� 54-2111

　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／ 12月 17日（水）11：00～

�場所／はたはた　

�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／ 12月 12日（金）

■申 ■問   佐藤　
　　   鈴木　

仙台大学レクリエーション部って？

仙南地区の児童館や小学校、福祉施設
などで、レクリエーション活動や体育
指導、季節のイベントのお手伝いをし
ています。このイベントは、地域の
方々との交流、青少年への社会教育の
場の提供という目的で、年 1回、部員
が企画・運営する楽しいイベントです。

柴田町・村田町・大河原町
合併協議会の

協議内容が閲覧できます

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

12月のトンボ玉体験会

電話番号のお知らせ
55-0708は廃止になりました。
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★点灯式イベント　12月 13日（土）14：00～ 17：45　ステージパフォーマンスほか

★中間イベント　　12月 20日（土）15：30～ 16：30　ハイスクールバンド演奏ほか

■問  メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木駅2008実行委員会事務局（槻木生涯学習セン
　ター内）� 56-1997

�日時／12月6日（土）14:00～18:00

　17：00から点灯します（悪天候の場合中止）

�場所／ＪＲ船岡駅前広場

�イベント／自衛隊さくら太鼓演奏、吹

　奏楽演奏、よさこい、ネイルアート、

　クリスマスリース作り、クリスマス抽

　選会、出店　光の屋台市など

■問  しばた光のページェント実行委員会
　事務局（柴田町商工会）� 54-2207

　農地を農地以外（宅地、駐車場、資材

置場等）に転用するときは、県知事の許

可が必要です。仮設事務所等一時的なも

のでも許可が必要となります。転用計画

がある場合は早めに農業委員会にご相談

ください。農地に無許可で、工事などの

残土や産業廃棄物を捨てる資材置場など

に利用する場合は、農業委員会に連絡く

ださい。

■問  農業委員会　� 55-2117

　平成20年工業統計調査を12月31日

現在で行います。本年 12月から来年 1

月にかけて調査員がお伺いします。

　なお、調査票に記入していただいた内

容については、統計法に基づき秘密が遵

守されますので、正確なご記入をお願い

します。

http://www.meti.go.jp/statistics/

■問  企画財政課　� 54-2111

医療講演会 in 仙南

　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

等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

　乳幼児のお子さんの言葉について、

「あまり話さない」「発音がはっきりしな

い」「どもってしまう」といったご心配は

ありませんか？言語聴覚士が相談に応じ

ます。（要予約）

�日時／12月16日（火）10：00～17：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 12月 5日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　入場無料です。ぜひご参加ください。

�日時／12月7日（日）13：20～16：10
�場所／ふるさと文化伝承館
�内容／炎症性腸疾患について
�講師／野口光徳氏（医師・野口胃腸内
　科医院副院長）、岡本智子氏（管理栄養

　士・東北大学病院栄養管理室室長）

�募集人数／ 50人（先着順）

■申 ■問  宮城県難病相談支援センター
　� 022-212-3351

�開会日時／12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

　付票に氏名等を記入し提出してください。

�日程／ 12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

�日時／ 12月 2日（火）① 14：00～
　② 18：30～

�場所／えずこホール
�前売券／一般・シニア：1,000 円（当
　日 1,500 円）、小・中・校生は当日券

　のみ 800円

■問  さくら青年会議所事務局　� 52-6946
　（佐久間）
　（高橋）

　未就学のお子さまを持つ保護者の方の

子育てを応援するボランティアです。子

どもたちとのふれあいが大好きな方の参

加をお待ちしています。

�活動場所／柴田町内

�内容／年間約 20回の活動
※活動について研修会を実施します。
　経験・資格は問いません。

�申込期限／ 1月 15日（木）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

柴田町子育てサポーター募集

　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。参加無料です。

�日時／12月18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）　
　

農地農地の転用転用には　
　許可許可が必要必要です
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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
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）

  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）15（月）

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）

12：45～ 13：15吉田先生平成 18年 8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）

16（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
17（水）

12：45～ 13：15板野先生、玉野井先生平成 17年 6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）19（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付24（水）

  9：15～   9：45平成 20年 1月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

1/6（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
7（水）

12：45～ 13：15阿部先生平成 20年 8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）8（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 19年 6月生まれの方1歳 6か月児健康診査9（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

14（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

12：45～ 13：15板野先生、和野先生平成 17年 7月生まれの方3歳 6か月児健康診査

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

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

52-2250大河原大河原歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-2777大河原平井内科21

52-1563大河原もり歯科クリニック83-2172村　田善積医院51-5355大河原さくら小児科23

52-3900大河原さくら歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所55-1072船　岡太田内科28

53-3563大河原村上歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック53-1460大河原甘糟医院29

53-4390大河原スエヒロデンタルクリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-6061村　田村田内科クリニック30

55-4025船　岡歯科ヒライ52-3115大河原かわち医院53-5151大河原さくら内科消化器科31

52-1080大河原はせ歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院83-2088村　田山田医院1/1

84-4851川　崎西村歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-2777大河原平井内科2

57-1711船　岡玉野井歯科医院51-3741大河原庄司クリニック51-5355大河原さくら小児科3

83-4395村　田大沼歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1058大河原日下内科医院4

83-2061村　田吉田歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院83-6061村　田村田内科クリニック11

57-1918船　岡よしだ歯科医院52-3115大河原かわち医院83-2445村　田中核病院村田診療所12
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