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�日時／ 3月 7日（土）13：30～ 16：00
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／基調講演：家族の絆－時代にみ
　る新しいかたち－講師・下夷美幸氏（東

　北大学大学院文学研究科准教授）
※託児あり（要予約：申込期限 2月 27日）

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　高齢期の健康づくりは介護予防活動です。さまざまな活動にチャレンジすれば、ど
んどん心や体が変わっていきます。仙台市で大活躍の先生をお招きし、介護予防の楽
しいお話と、誰でも手軽に座ったままできる「おトク体操」を習います。
　また、介護予防を生活に取り入れ、心や体が元気になった方の体験発表もあります。
高齢期を元気に過ごしたい方、高齢期の準備をしたい方、介護予防の準備をしたい方
など、どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。
�日時／2月27日（金）13：00～15：30（開場12:30）　�場所／槻木生涯学習センター
�講師／入江徳子氏（仙台市健康増進センター健康運動指導士）　
�持ち物／お持ちの方は玄米ニギニギ
�主催／柴田町地域包括支援センター・介護予防推進大会実行委員会
�共催／町内ダンベルサークル連絡会・介護予防普及サポーター

■問  地域包括支援センター　� 55-2159

　第6回協議会が開催されます。今回は

村田町が会場です。合併協議会は、どな

たでも傍聴できます。会議開会の 30分

前から受け付けを行いますので、ぜひご

来場ください。

�日時／ 2月 27日（金）13：30～

�場所／村田町中央公民館

　　　　住所：村田町大字村田字西田 28

　　　　電話：0224-83-2023

■問  企画財政課　� 54-2111

　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、昨年 3件発生しました ｡

　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・スプレー缶は、最後

　まで使い切り、穴を空け、ガス抜きを

　してから「缶類」の日に出す

○使い捨てライターは、最後まで使い切

　り、水に浸してから「燃えないごみ」

　の日に出す

■問  町民環境課　� 55-2114

　子どもたちが作ったひな人形や紙

衣人形、郷土館所蔵のひな人形を展示

します。2月 27日（金）展示のみ、28

日（土）こども茶道教室児童による茶

席、筝曲・ウクレレ演奏、1日（日）は

猪股社中の茶席、筝曲演奏鑑賞（演奏

体験の時間もあり）、人形作り体験会

を行います。お気軽にお越しください。

�日時／2月27日（金）～3月1日（日）
　10：00～ 15：00

　あなたのひな人形を、桃の節句「ひ

なまつり」の集いで展示してみません

か。

�申込期限／2月 21日（土）

桃の節句

「ひなまつり」の集い

ひな人形を展示してみませんか
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　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／ 3月6日（金）8：30～11：00
�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／ 3月 13日（金）・27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

大きなスクリーンで学ぶ古代文明
　古代文明についてＮＨＫの作品を上映

しますので、ぜひお越しください。入場

は無料です。

�日時／ 2月 28日（土）
　　　　1回目　10：00～ 12：00

　　　　2回目　13：00～ 15：00

�場所／槻木生涯学習センター
�上映作品／四大文明エジプト～そして
　ピラミッドがつくられた～　ほか

�募集人数／ 300人（先着順）

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　農作物の被害防止ならびにワイル病発生

予防のため、「野ネズミ駆除」を実施します。

�散布日／ 3月 8日（日）
�実施区域／町内の耕作地（水田・畑・
　果樹園など）

�使用農薬／野そ用ヤソヂオン（5g小袋
　入・ダイファシン系粒剤）

�実施方法／農家の方が、直接土中に埋
　め込みます。

■問  柴田町水稲病害虫防除推進協議会事
　務局（地域産業振興課内）� 55-2122

　国民年金保険料の納付には、便利でお得な割引もある口座振替をご利用ください。
一度申し込みすれば毎月納めに行く手間が省け、納め忘れや納め間違いがなく安心、
便利です。手数料は一切掛かりません。振替方法によってお得な割引が受けられます。

 口座振替なら前納も納付書よりお得です　1年分、6カ月分の前納が利用できます。
しかも、納付書で前納するより割引額が多くなります。

 口座振替ならお得な「早割」が選べます　毎月の引き落としにするとき、当月振替に
すると毎月50円の割引が受けられます。（通常、翌月振替のところ1カ月早めること
になりますので、初回に2カ月分が引き落としになります。）

　

【口座振替の手続きは】
　①国民年金保険料納付案内書または年金手帳②預貯金通帳③預貯金通帳の届出印を
お持ちになって、社会保険事務所または口座のある金融機関などでお申し込みくださ
い。4月からの前納を希望されるときは、2月末までにお申し込みください。
　また、納付の方法として、クレジットカードも利用できます。詳しくは、社会保険
事務所へお問い合わせください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

�日時／ 3月 7日（土）10：00～

�場所／船迫生涯学習センター

�内容／今見ているアナログのテレビは

　2011年 7月 24日に完全に切り替わ

　り見られなくなります。「地デジ」とい

　う言葉はよく聞くけれど、どのように

　便利になり、どうしたら見られるかを

　学びます。また、地デジに便乗した架

　空請求や、サギ行為の事例などのお話

　もあります。

�講師／宮城県情報政策課地デジ推進担当

�対象／町内にお住まいの方

�募集人数／ 40人

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　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／ 2月 20日（金）9：30～ 11：30

�受付時間／ 9：20～ 9：30

�場所／保健センター

�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／ 2月 18日（水）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

野野野野野野野野野野ネネネネネネネネネネズズズズズズズズズズミミミミミミミミミミ駆駆駆駆駆駆駆駆駆駆除除除除除除除除除除野ネズミ駆除ののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららのお知らせせせせせせせせせせせ

割引額（平成 21年度）振替日納付対象月振替方法

毎月 50円当月末当月分毎月（早割）

無翌月末当月分毎月（通常）

1,000 円4月末4月～ 9月分6カ月前納

1,000 円10月末10月～ 3月分〃

3,690 円4月末4月～ 3月分1年前納

船迫生涯学習センター地域講座
「テレビが変わります」
地上デジタル放送

短期バレエ教室生募集
　初めてのお子さんでも参加できます。

�日時／毎週月曜日（月 4回練習）

　16：30～ 17：30

�場所／仙南総合プール

�対象／ 4歳以上～低学年

�募集人数／ 10人

�参加費／ 3,975 円

■申 ■問  仙南総合プール　� 56-1663
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　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。（要予約）

�日時／ 3月 2日（月）13：30～ 15：00　　　�場所／柴田町保健センター
※外出できない方は、自宅訪問による相談もできます。

◎認知症に関する相談窓口は、地域包括支援センターです。

■予 ■問  地域包括支援センター　� 55-2159

「柴田町男女共同参画推進委員会」
委員を公募します

だまされないで！
催眠（SF）商法

　催眠商法（ＳＦ商法）とは、「新商品の

説明です」「ご来場者には無料で景品を差

し上げます」「お友達を連れて来て」など

と言って人を集め、閉めきった会場で日

用品などを配って得した気分にさせ、異

様な雰囲気の中で最終的には高額な商品

を購入させる商法です。

主な商品
　布団・健康食品・電気治療器具

アドバイス
　「何かもらえるから」「みんなも行くか

ら」と気軽な気持ちで行かないようにし

ましょう。高額な契約が待っています。

もし契約してしまったら
　「必要ない契約だった」と思ったら、す

ぐクーリング・オフ通知を出しましょう。

「困った」と思ったら、すぐ消費生活相

談をしましょう。

■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

　男女共同参画社会づくりに、町民の皆

さんの幅広いご意見を反映させるため

「男女共同参画推進委員会」委員の一部

を公募します。

�応募資格／町内在住の満 20歳以上の
　方（平成 20年 4月 1日現在）

�募集人員／ 2人
　（応募者多数の場合は選考となります）

�募集期間／2月16日（月）～3月16日（月）
�任期／平成 21年 4月から 2年
�応募方法／まちづくり推進課にある所
　定の応募用紙に必要事項を記入し、ご

　応募ください。

�その他／委員は無報酬です。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　どなたでも参加できます。電話などで

下記にお申し込みください。

�日時／2月21日（土）14：00～16：00
�場所／大河原町中央公民館
�内容／○基調講演「次代のまちづくり
　を考える～広域時代へどう立ち向かう

　か～」講師：佐々木信夫氏（中央大学

　教授）○パネルディスカッション「新し

　いまちづくりと市町村合併（仮称）」コー

　ディネーター：佐々木信夫氏、パネリ

　スト：原口和久氏（埼玉県鴻巣市長）、

　河村和徳氏（東北大学大学院准教授）

�申込期限／ 2月 19日（木）
�主催／宮城県

■申 ■問  県総務部市町村課行政第一班
　�022-211-2346　�022-211-2299

　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／仙台市青葉区本町一丁目 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

1　道路を横断する時

　は、道路の左右が良

　く見えるところから

　横断する。

2　必ず立ち止まって左右の安全を確認

　する。

3　信号機のあるところでは、必ず青信

　号で安全を確認する（青信号だからと

　いって、安全を確認しないで渡るのは

　大変危険です）。

4　夜間は反射材を活用する（反射材を

　身に付けて、車からいち早く発見され

　やすいようにする）。

5　朝夕の通勤時間帯における交通事故

　防止のため、常に前方を注視しましょ

　う。

「冬道の安全運転1・2・3運動」

　1割のスピートダウン

　2倍の車間距離

　3分早めの出発

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

平成 21年  新春囲碁将棋大会結果
（1月 25日・槻木生涯学習センター）

■囲碁の部（参加人数 30人）
　Ａクラス（四段～七段）

○優　勝　久保　敏彦

○準優勝　大木　四郎

○第三位　古寺　正道

　Ｂクラス（初段～四段）
○優　勝　榊原　恒吉

○準優勝　三品　貞彦

○第三位　玉川　隆治

　Ｃクラス（5級～初段）
○優　勝　水戸　和雄

○準優勝　小田島政憲

○第三位　立崎　次雄

■将棋の部（参加人数 30人）
　Ａクラス（初段～四段）

○優　勝　長谷川正洋

○準優勝　山形　正夫

○第三位　佐々木次男

　Ｂクラス（2級～初段）
○優　勝　米竹　精一

○準優勝　澤田　輝男

○第三位　佐々木文雄

　Ｃクラス（6級～ 2級）
○優　勝　天沼　良雄

○準優勝　堀内　遼太（小 6）

○第三位　蓬田　幸作
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主な行事日学　校

6 年生を送る会5船岡小学校
� 55-1064 6 年授業参観6

離任式27

1 ～ 5年学習参観2槻木小学校
� 56-1029 6 年生を送る会4

離任式30

授業参観4柴田小学校
� 56-1430 小・中交流会5

6年生を送る会6

離任式30

授業参観・ＰＴＡ
総会（1～ 5年）

4船迫小学校
� 55-5394

6 年生を送る会5

離任式27

6 年生を送る会6西住小学校
� 53-3227 離任式30

学習参観（1～ 5年）5東船岡小学校
� 55-1811 6 年生を送る会10

離任式27

3 年ＰＴＡ総会2船岡中学校
� 55-1162 1・2年学年末考査2～3

1・2年ＰＴＡ総会13

一日入学23

離任式27

小中交流会5槻木中学校
� 56-1331 授業参観・学年Ｐ

ＴＡ
18

一日入学25

離任式30

1・2年ＰＴＡ13船迫中学校
� 54-1225 一日入学23

離任式27

卒業式19小学校共通
修了式24

卒業式10中学校共通
修了式24

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

特別支援教育支援員を
募集します

「広報しばた」に掲載する有料広告募集！

　お子さんからおじいちゃん、おばあ

ちゃんまでみんなが楽しめるコンサート

です。ご家族おそろいでご来場ください。

入場は無料です。

�日時／2月28日（土）10：00～12：00
�場所／船迫生涯学習センター
�出演者／えずこヴァイオリンアカデミ
　ー・佐藤美佐子さん（ピアノの弾き語

　り）・磯木恒憲さん（口笛奏者）

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　平成21年 4月から

の「広報しばた」に掲

載する広告を募集しま

す。お店や企業のＰＲ

など暮らしに役立つ広

告をお待ちしています。

右の枠が実際に掲載す

る広告枠と同じ大きさ

になります。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　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。事前申し込みは

不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 3月 5日（木）13：30～ 15：00
�場所／槻木生涯学習センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  地域包括支援センター　� 55-2159

�募集人数／ 3人

�勤務先／町内の小・中学校

�資格／教員免許（取得見込者も可）

�申込方法／履歴書に必要事項を記入の

　上、教育総務課へ持参ください。

�募集期間／2月16日（月）～27日（金）

　8：30～ 17：15（土・日を除く）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

�日時／2月21日（土）13：00～15：00
2月22日（日）9：00～14：00

�場所／船岡生涯学習センター
　21日：作品の展示

　22日：作品の展示、芸能発表、即売

　　　  　コーナー、お楽しみ抽選会など

�主催／東船岡地区ふるさとづくり推進
　協議会・船岡生涯学習センター

■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520

�内容／平成 21年度毎月 1日発行分（12回）に掲載
�広告の規格／ 1枠：縦 45�×横 86�
�募集枠数／広報紙 1回につき 8枠　※1広告主につき 2
　枠まで。応募者多数の場合は規定により決定しまます。

�掲載料金／ 10,000 円（1回 1枠）
�申込方法／所定の申込書に広告原稿を添えてお申し込
　みください。※申込書などはホームページからダウンロード
　できます。

�申込期限／ 2月 20日（金）

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
　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

路看板など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。

■問  上下水道課　� 55-2119

① 槻木白幡 3丁目地内

期　　　間交通規制

2月中旬～　　
  3 月 19日（木）

車両通行止め
（夜間開放）

①

�募集人数／ 3人

�勤務先／町内の小・中学校

�申込方法／履歴書に必要事項を記入の

　上、教育総務課へ持参ください。

�募集期間／2月16日（月）～27日（金）

　8：30～ 17：15（土・日を除く）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

臨時学校用務員を
募集します
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