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■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

　町では、もやせるごみ減量のため、生
ごみを堆肥化する「生ごみ処理容器」の
購入に補助金を交付しています。
　容器の購入をお考えの方は、交付申請
の手順をご説明しますので、購入前にお
問い合わせください。また、申請時には
見積書、カタログ、印鑑をお持ちくださ
い。
葛交付条件／町内に住所を有する個人で
町税の滞納がないこと
葛補助額／
○ＥＭ式生ごみ堆肥化容器…購入金額
（税抜）の2分の1以内で上限3,000円
○電気式生ごみ処理機…購入金額（税抜）
の3分の1以内で上限20,000円

■申 ■問  町民環境課　緯55-2113

　納付期限（翌月末）を過ぎると保険料が未納扱いとなり、障害基礎年金などの受給
に支障がでることがあります。障害基礎年金の受給条件は、初診日の前日の納付状況
で判断されます。突然の病気やけがのあと、慌てて納付しても遅いのです。
　納付期限まで確実に納付するために「口座振替」のご利用をおすすめします。口座
振替にすると、銀行窓口に納めに行く手間や納め忘れがなく安心です。また、口座振
替には納付書よりお得な保険料割引の制度があります。
○口座振替ご利用で「早割」に！
　保険料の引き落としは、通常、納付期限となる“翌月末”ですが、1ヶ月早い“当
月末”にすると、毎月50円ずつお得になります。
○前納も納付書よりお得です！
　4月に1年分を納付する「一年前納」と、4月と10月に半年分ずつ納付する「半年
前納」があります。一年前納にすると年間3,780円、半年前納だと年間2,060円が割
引になります。ぜひご利用ください（一部免除を受け、減額した保険料を納付してい
る方はご利用できません）。
　なお、前納の申し込みには期限があります。10月から半年前納を希望される方は、
8月末までに口座のある金融機関で申し込みください。
葛必要なもの／
　①国民年金保険料納付案内書または年金手帳　②預金通帳　③通帳届出印

■問  日本年金機構大河原事務所　緯51-3113　健康推進課　緯55-2114

　浄化槽の使用者は、法律で保守点検・
清掃・法定検査が義務付けられており、
悪質な違反者には罰則も設けられていま
す。
　正しく維持管理ができていないと、悪
臭を放ち、長く使用できないばかりか、
環境汚染の原因にもなります。
　毎日の暮らしの中から出る生活排水が、
河川や海などの水質汚濁の原因にならな
いよう、浄化槽を正しく管理しましょう。

■問  町民環境課　緯55-2113

　カーブミラーは、道路利用者の安全を
確保するための重要な施設で、町内の交
差点などに設置されています。カーブミ
ラーの破損を見つけたら、まちづくり政
策課までお知らせください。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

○期日前投票
　投票日当日、投票所に行き投票できない方は、期日前投票を行うことができます。
葛期間／7月5日（金）～7月20日（土）
葛時間／午前8時30分～午後8時　葛場所／役場1階町民ホール、槻木事務所会議室

○開　票
葛日時／7月21日（日）午後8時～　葛場所／船岡体育館
※開票所に、一般参観人の駐車スペースは確保しておりません。車でお越しの場合は仙台大学
サッカー・ラグビー場の駐車場をご利用ください。　
　今回の参議院議員通常選挙から、成年被後見人の方も投票することができます。投票日当日、
郵送された投票所入場券に記載されている投票所で投票できます。新たに申請などを行う必要
はありません。

■問  選挙管理委員会　緯55-2111

生ごみ処理容器購入に
補助金が出ます

浄化浄化槽槽を正しく管理しましょう

カーブミラーの破損を見つけたカーブミラーの破損を見つけたらら

※投票する場所は、投票所入場券に明記されています。
※投票所入場券の本人分を切り離してお持ちください。
※投票所入場券を紛失、忘れた場合でも投票することはできます。
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　夏は、高温多湿により体力の消耗が激しく、お盆の帰省や家族旅行など、長距離運
転での過労によって交通事故が増加します。また、高齢者の交通事故が増えています。
運転する際は、ゆとりを持った計画を立て、安全運転を心がけましょう。
葛運動の重点／1．ゆとりをもった安全運行の推進　　2．暴走族の根絶
　3．全ての座席でのシートベルト・チャイルドシートの正しい着用の徹底

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　ご住職による供養を行います。
葛日時／7月29日（月）11：00～
葛場所／葬祭会館「やすらぎホールしばた」
葛供養料／無料
葛人形受付／直接会場にご持参ください。

　
※ガラスなどのケース、陶器は不可。
※28日（日）はチャリティーバザーやマジック
ショーなどのイベントを開催します。

■問  葬祭会館「やすらぎホールしばた」
　緯58-1158

　アルコールの問題は本人のこころやから
だの健康を損なう恐れがあります。また、
ご家族にもさまざまな影響を及ぼしかねま
せん。本人とご家族が、情報や知識を得ら
れる場として、精神保健相談員による個別
相談を実施します（要予約）。
葛日時／8月22日（木）13：00～15：00
葛場所／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方および引き
こもりの状態にある方と家族、関係者の方
に対し、精神科医師や精神保健相談員によ
る相談・カウンセリングを実施します。お気
軽にご相談ください（要予約）。
葛日時／8月8日（木）、29日（木）
　　　　13：00～15：00
葛場所／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　緯53-3132
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　先月、町内の80歳代の女性が、孫やＪＲ職員を名乗る男に現金150万円をだまし取
られる被害がありました。最近の振り込め詐欺の特徴は、子供や孫の名前を名乗って
電話をかけてきます。子供や孫の職業を調べ、その職業に関係のあるトラブルに巻き
込まれたとして、お金を要求してきます。複数の人が入れ替わり役になりすまして信
用させるのが特徴です。また、振り込みではなく現金を直接受け渡す手口が多くなっ
ています。皆さん十分に注意してください。
【主な手口】
①子どもや孫を名乗る者から「電車の中にバッグを忘れた」と電話があります。
②ＪＲ職員を名乗る者から「忘れ物のバックは明日届けます」と電話があります。
③子どもや孫を名乗る者から「お金を立て替えてほしい」との電話があります。
④子どもや孫を名乗る者の代理の者がお金を受け取りにきます。

■問  町民環境課　緯55-2113

　子どもや家庭などに関するさまざまな
問題、家庭環境に関する問題など、家庭
児童相談員が相談に応じます。お気軽に
ご相談ください。
葛相談日／毎週月、火、木曜日
　　　　　9：00～16：00（休日は除く）
葛場所／子ども家庭課（電話での相談も
受け付けています）

■申 ■問  子ども家庭課　緯55-2115

　町と柴田町子ども読書活動推進会議では、家庭読書の目標を毎日15分、読み聞かせの目
標を週3回で1回15分以上としております。また、毎月23日を「ノーテレビ・ノーゲー
ムデー」と定めました。家庭での読書、読み聞かせや家族とのコミュニケーションを深め
たりと、忙しい中にも時間を作って過ごしましょう。心の豊かさが大切です。
　食後の一家団欒のひとときに、ご家族そろって本を読んでみませんか。

■問  生涯学習課（事務局）　緯55-2135

　大型スクリーンで、迫力のある楽しい
アニメ映画を上映します。親子やお友達
などでのご来場をお待ちしています。
葛日時／8月7日（水）13：30から
　※時間内出入り自由

葛場所／船岡生涯学習センター　ホール
葛対象／幼児、小学生（幼児は保護者同伴）
葛参加費／無料
葛上映作品／ムーミン谷の彗星、ひとり
のときがあぶない、七夕ものがたり
（日本むかしばなし）

■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520

「クワガタムシみっけ隊」
　昆虫の森でクワガタを捕まえて持ち
帰り！森の湧水地や散策路も探検しま
す。
葛日時／8月10日（土）、11日（日）
　　　　10:00～12:00
葛募集人数／20人（先着順）
葛場所／県蔵王野鳥の森自然観察セン
ター
葛参加費／1,000円
葛申込期限／参加日の前日まで
※｢ことりはうす｣の入館料は別途です。

■申 ■問  県蔵王野鳥の森自然観察センター
　緯0224-34-1882　思0224-34-1871

家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童相相相相相相相相相相家庭児童相談談談談談談談談談談談

夏休み子ども映画会お人形・ぬいぐるみのご供養式

人形供養祭

9:00～17:007月28日㈰
8:30～11:007月29日㈪

『ノーテレビ・ノーゲームデー』に読書の時間を作ろう
～ 柴田町子ども読書活動推進会議から ～



●3お知らせ版第727号

　議会では、議会の活動を町民の方に報告し、議会や町政に対する意見・要望などを
直接お聞きする「議会懇談会」を開催します。多数のご参加をお待ちしております。
葛開催日／8月3日（土）
葛時間・場所など／

　しばたまち平和の祭典実行委員会では、
イベントやパネル展など年間を通した活
動を行っています。親子でも子どもだけ
でも参加できる映画会です。
葛日時／8月4日（日） ①9：30～  ②13：00～
葛場所／しばたの郷土館和室
葛内容／映画「アニメはだしのゲン」
葛参加費／無料
■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　震災時、県内にお住まいだった方は無料になります。震災相談に限らず、離婚や遺
産分割、多重債務、交通事故などほぼ全ての相談が無料となりますので、お気軽にご
相談ください（法人は除く）。
葛日時／毎週火・木曜日　10:00～15:30　　葛会場／県南法律相談センター
葛その他／相談時間は30分で、同一内容の相談は3回までとなります。

■問  県南法律相談センター　　　　　緯0224-52-5898（火・木のみ）
　  仙台弁護士会法律相談センター　緯022-223-2383（平日）

　8月の生活保護相談日は下記のとおり
です。当日は、県仙南保健福祉事務所の
担当者が相談に応じます。相談のある方
は福祉課へお立ち寄りください。
葛日時／8月2日（金）、23日（金）
　　　　10:00～15:00
葛場所／役場1階　相談コーナー
葛内容／生活保護に関する相談
■問  福祉課　緯55-5010

　NTT東日本で、8月中に新しい県内版の電話帳を各ご家庭や事業所へお届け
します。現在お使いの電話帳は、お届けの際に回収しますので配達員へお渡しく
ださい。不在などで電話帳を渡せなかった場合は、下記の「タウンページセン
ター」までご連絡ください。後日、改めて回収します。

■問  タウンページセンター　緯0120-506309（フリーダイヤル　平日9:00～17:00）

　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。
葛日時／8月7日（水）13：30～15：00
葛場所／柴田町地域福祉センター
葛参加費／100円（お茶菓子代）
■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340

　採用後のビジネスマナーなどのセミ
ナーをコーディネートし、求職者と県内
の小中企業を支援します。
葛日時／7月31日（水）　10:30～18:00
葛場所／仙台市情報・産業プラザ
　　　　（アエル5Ｆ、6Ｆ）
葛対象／平成26年3月卒業予定者（大学
院、大学、短大など）※39歳以下

葛参加企業／県内に本支店・営業所など
がある企業約30社
葛その他／1回の適性検査で、希望する
すべての企業に応募できます。
■問  みやぎジョブカフェ中小企業雇用促
進支援事業室　緯 022-745-0007

仙仙仙仙仙仙仙仙仙仙台台台台台台台台台台護護護護護護護護護護士士士士士士士士士士会会会会会会会会会会にににににににににによよよよよよよよよよ仙台護士会によるるるるるるるるるるる「「「「「「「「「「無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談所所所所所所所所所所「無料法律相談所」」」」」」」」」」」

NTT東日本で電話帳を発行します

※ 指定された会場以外でも参加できます。
葛内容／⑴　報告　平成24年議会懇談会での要望事項などの報告
　　　　　　　　　平成24年度議会活動報告
　　　　⑵　懇談　テーマ「介護の実態とこれからの介護」
　　　　　　　　　　　　　町政・議会全般について
 無料臨時託児所開設のお知らせ
　各懇談会場に無料の臨時託児所を開設します。利用を希望される方は7月31日（水）
までに議会事務局へお申し込みください。

■申 ■問  議会事務局　緯55-2136

しばたまち平和の祭典
～アニメはだしのゲン映画会～

みやぎジョブカフェ

合同適性検査＆合同企業説明会

担  当  議  員対象行政区場　所開催時間
・星　　吉郎　・水戸　義裕
・加藤　克明　・平間　幸弘
・高橋たい子　・桜場　政行

13、14、15、16、
17Ａ、17Ｂ、18Ａ、
18Ｂ、19、20

槻木生涯学習
センター

　
　

～　
　

14：00

16：00

・安部　俊三　・白内恵美子
・舟山　　彰　・秋本　好則
・我妻　弘国　・吉田　和夫

10、28、29Ａ、
29Ｂ、29Ｃ、29Ｄ

船迫生涯学習
センター

・佐々木　守　・広沢　　真
・佐々木裕子　・平間奈緒美
・斎藤　義勝　・有賀　光子

1、2、3、4、5、6Ａ、
6Ｂ、7Ａ、7Ｂ、8、
9Ａ、9Ｂ、11Ｃ

保健センター
（4階）

・星　　吉郎　・水戸　義裕
・加藤　克明　・平間　幸弘
・高橋たい子　・桜場　政行

21、22、23、24、25、
26、27

農村環境改善
センター

　
　

～　
　

19：00

21：00

・安部　俊三　・白内恵美子
・舟山　　彰　・秋本　好則
・我妻　弘国　・吉田　和夫

30西住公民館

・佐々木　守　・広沢　　真
・佐々木裕子　・平間奈緒美
・斎藤　義勝　・有賀　光子

11Ａ、11Ｂ、11Ｄ、
12Ａ、12Ｂ 

船岡生涯学習
センター

生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護のののののののののの相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口開開開開開開開開開開生活保護の相談窓口開設設設設設設設設設設設
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夏休み子ども工作教室
「竹の水でっぽうを作ろう」

ココココココココココミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンン発発発発発発発発発発達達達達達達達達達達相相相相相相相相相相コミュニケーション発達相談談談談談談談談談談談

★柴田町
　○㈱つばめエージェンシーさんが、震災復興支援金として500,000円を寄付。
★福祉課
　○関 正忠さん（船岡字新生町）が、社会福祉資金として100,000円を寄付。
★総務課
　○㈱国分商会さんが、消火栓1基を寄贈。
★商工観光課
　○笠松電気㈱さんが、船岡城址公園桜ライトアップ電気設備一式を寄贈。
★教育総務課
　○東北積水樹脂㈱さんが、小中学校児童生徒へ反射シールを寄贈。
★しばたの郷土館
　○岩間 健次郎さん（船岡字新田）が、戦時資料（軍隊手帳ほか）を寄贈。
　○桜井 力也さん（槻木駅西三丁目）が、航空写真掛け軸を寄贈。
★西住公民館
　○杉崎団地親睦会さんが、新刊図書を寄贈。
★船岡保育所
　○平成24年度保護者会さんがカラープリンタ、デジタルカメラ、ビデオ一式を寄贈。
★西船迫保育所
　○平成24年度保護者会さんが、テラス用すのこ一式を寄贈。
★第一幼稚園
　○㈱ロジス・ワークス仙台事業所さんが、木製ドラムを寄贈。
★柴田町図書館
　○愛酒る会さんが、図書費として30,000円を寄付。

　竹を使って水でっぽうを作りましょう。
葛日時／8月17日（土）13：30～16：00
葛場所／槻木生涯学習センター
葛対象／小学生（低学年は保護者同伴）
葛募集人数／15人（先着順）
葛参加費／無料
葛申込期限／7月31日（水）
■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　初めての妊娠の方、何度か経験した方
…。喜びや楽しみと共に、それぞれ悩み
や不安があるのではないかと思います。
妊婦さん同士の交流を通して、健康に妊
娠期を過ごせる様、一緒に体験しません
か？　※予約不要
葛日時／8月8日（木）9：30～11：40
葛受付時間／9：00～9：20
葛場所／保健センター1階
葛内容／ママ体験（赤ちゃん人形の抱っこ、
オムツ交換など）、妊娠中に気を付けた
い食生活、妊娠中の歯磨きについて、妊
婦生活についてみんなで語ろう！
葛対象／妊婦および家族の方
葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160

　子宮がん検診を、7月31日（水）まで実
施しています。受診票が届いている方は
お早めに受診してください。健康保険証
が変わったことにより自己負担料が変更
になる場合は、事前に健康推進課で手続
きをお願いします。
葛対象／町内に住所を有する20歳以上
の女性（※年齢は平成26年3月31日現在）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　精神的に悩みのある方や家族、関係者
の方を対象に、精神科医師による個別相
談を実施します（要予約）。
葛日時／8月23日（金）
※時間は予約の際にご確認ください。
葛場所／保健センター
■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

　就学前のお子さんのコミュニケーショ
ンで「発音がはっきりしない」「会話がう
まくできない」「お友達との付き合い方が
うまくできない」といったご心配はあり
ませんか。専門の相談員が相談に応じま
す（要予約）。
葛日時／8月20日（火）10：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所
葛申込期限／8月6日（火）

■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

　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。
葛日時／8月2日（金）10：15～11：30
　（受付時間10：00～10：15）
葛場所／保健センター2階
葛内容／離乳食講話と試食、家庭教育講
話、個別相談（希望者）
葛対象／生後5～10か月の乳児と保護者
葛募集人数／15組　
葛申込期限／7月26日（金）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

心心心心心心心心心心のののののののののの健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康相相相相相相相相相相心の健康相談談談談談談談談談談談　毎毎毎毎毎毎毎毎毎毎月月月月月月月月月月 1111111111回回回回回回回回回回実実実実実実実実実実毎月1回実施施施施施施施施施施施

■問  柴田町図書館　緯86-3820　思86-3821 
　Ｅメール：library@town.shibata.miyagi.jp

7月・8月のお話し会　11：00～12：00
葛日時／7月20日（土）、 27日（土）
　　　　8月 3日（土）、 10日（土）、17日（土）、24日（土）
葛場所／柴田町図書館（ふるさと文化伝承館1階奥の「集会室1」）※申込不要
葛協力／絵本読み聞かせの会「おむすびころりん」、図書館サポート委員会「ひよ

こちゃん」ほか　
■開館時間／平日：10:00～19:00　土・日曜日、祝日：10:00～17:00
■7月の休館日／16日（火）、22日（月）、29日（月）、31日（水）
■8月の休館日／5日（月）、12日（月）、19日（月）、26日（月）、30日（金）

にこにこマンマ離乳食

ようこそ赤ちゃんセミナー
（プレママコース）
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企画展「没後60年　小室達展」
伊達政宗公騎馬像をつくった男
　創作活動につくした故人の想いに光
を当て、身近にある作品を紹介します。
葛展示期間／
　7月27日（土）～11月24日（日）

　町内の文化財を町のマイクロバスで
巡ります。今回は、大光院本堂での仏
像解説などを予定しています。
葛日時／8月3日（土）9：00～12：00
葛集合・解散／しばたの郷土館
葛見学場所／鉄造阿弥陀如来坐像（大
光院）、富沢地区（富沢磨崖仏群）

葛対象／町民　　葛募集人数／25人　
葛申込期限／7月24日（水）
葛参加費／無料
葛講師／渡邊美弥子氏
　　　　（牧美術研究所研究員）

葛日時／7月20日（土）、8月3日（土）
　　　　 9:30～11:00 
葛場所／ふるさと文化伝承館　体験学習室
葛内容／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。

葛参加費／400円　
葛対象／小学校4年生以上　
葛協力／柴田町トンボ玉愛好会

　新潮文庫山本周五郎作「樅ノ木は残っ
た」を参加者で読み、講師が解説します。
葛日時／8月9日（金）　14：00～16：00
　（以降毎月第2金曜日開催）
葛会場／ふるさと文化伝承館2階多目
的ホール　

葛講師／日下龍生氏　葛参加費／無料
葛持ち物／新潮文庫山本周五郎作「樅
ノ木は残った」上巻

「再発見！わがまちの宝もの」

土星・金星と夏の星座を見つけよう

　はなみちゃんいっぱい（作品展）！　はなみちゃん祭りのご案内　

○はなみちゃんの作品展
　「花のまち柴田イメージキャラクターはなみちゃん」を題材にした作品を、た
くさんの方々に作っていただきました。ぬいぐるみ、和紙人形、組み木、絵画、
押し花など様々なはなみちゃんが一堂に会します。数々の素晴らしい作品をど
うぞご覧ください。
葛展示期間／7月23日（火）～8月4日（日）　15:00まで
○「はなみちゃん祭り」
　はなみちゃん作品展示期間中の7月28日（日）、はなみちゃんのイベントを開
催します。たくさんの方々のお越しをお待ちしております。
葛開催日／7月28日（日）　10：00～16：00

　太陽の村にある望遠鏡で、春から夏の
星座を観望します。ぜひ、ご家族でお越
しください。
葛日時／7月23日（火）19：30～20：30
　（天候不良時は中止）
葛場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
葛参加費／無料　　葛持ち物／懐中電灯
※時間内自由参加

■問  柴田町星を見る会（豊川）  

　体験会のご案内　

○「 美 
び

 文  字 」を体験してみませんか？
も じ

　自分の名前をきれいに書くちょっとしたコツを見つけてみませんか。
葛日時／7月21日（日）10：30～11：30　　　葛参加費／無料
葛募集人数／10人（中学生以上）※先着順　　　　　　
葛持ち物／のし袋、ボールペンや筆ペンなど普段使っている筆記用具
葛その他／見本作成のため、ご自身の名前を書いた紙を7月20日（土）までゆる．
ぷらにご持参ください。
葛指導者／佐々木昭子氏　　
○「ハンドマッサージ」無料体験会
　クリームや化粧水を使ってハンドマッサージを行います。心地よいハンド
マッサージで癒されてみませんか。
葛日時／7月24日（水）13：00～15：00（一人5分程度）
葛募集人数／50人（先着順）　　葛参加費／無料
葛実施団体／ビューティーケア仙南

■開館時間／10:00～18:00
■7月の休館日／16日（火）、22日（月）、29日（月）

■申 ■問  まちづくり推進センター(イオンタウン柴田内)
　緯86-3631　思86-3641　Eメール：yurupura@town.shibata.miyagi.jp

葛参加費／無料（グッズ販売をのぞく）
※7月28日（日）のイベント当日は、印刷機のご利用はできません。

備考定員時　　間内　　　容

各回15分前よ
り整理券配布各5人

①10：15～
②11：00～
③11：45～

プラバンはなみちゃん
キーホルダー作り

1

各回15分前よ
り整理券配布各10人

①13：30～
②14：00～
③14：30～

はなみちゃんのうちわ作り2

用紙は7月2日
（火）より、ゆる．
ぷらにて配布中

なし10：30～15：00はなみちゃんのぬりえ3

なし10：30～15：00みんなで作ってね！
巨大はなみちゃんの貼り絵

4

カメラはご持参
ください時間内

①10：00～10：30
②11：30～12：00
③13：00～13：30

はなみちゃんと一緒に
写真を撮ろう！

5

バ ッ ジ、ス ト
ラップ、ハンド
タオル

なくなり
次第終了10：30～15：00はなみちゃんグッズ販売6

7・8月のトンボ玉体験会

リレー朗読会「樅ノ木は残った」を読む
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主な行事日学　校

夏休み作品展7/31～8/2
船岡小学校
☎55-1064

ハートフル委員会23槻木小学校
☎56-1029 夏休み作品展28～30

PTA運営委員会29

PTA奉仕作業24
柴田小学校
☎56-1430

サマースクール22～23船迫小学校
☎55-5394 体位測定27～29

PTA環境整備作業25西住小学校
☎53-3227 夏休み作品展7/30～8/6

PTA奉仕作業25東船岡小学校
☎55-1811 夏休み作品展7/29～8/4

三者面談
家庭訪問1～2船岡中学校

☎55-1162

サマースクール5～9
親子運動会31
数学検定24槻木中学校

☎56-1331 体位測定28
PTA奉仕作業31

PTA奉仕作業24
船迫中学校
☎54-1225

第2学期始業式26小中学校共通
実力テスト（3年生）22～23中学校共通
実力テスト
(1～2年生)27

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：7月2日（火）】
測定値測定値
0.07船岡生涯学習センター0.08柴田町役場
0.07船迫生涯学習センター0.06槻木生涯学習センター
0.08西住公民館0.08農村環境改善センター

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、そのほかの施設は毎週1回測定

（単位：μSv/h）町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：7月3日（水）】
測定値測定値測定値
0.09西住小学校0.12船迫小学校0.09船岡小学校
0.08柴田小学校0.10槻木小学校0.07東船岡小学校
0.10槻木中学校0.13船迫中学校0.10船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.13浄心幼稚園0.08第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定0.08熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：7月4日（木）】
測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.13槻木保育所0.08船岡保育所
0.07西住児童館0.11三名生児童館0.11柴田児童館

※毎週1回測定0.11むつみ学園0.06船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：7月1日（月）】
測定値測定値測定値
0.05剣崎公園0.13白幡児童遊園0.08並松公園
0.09船岡城址公園0.07舘前緑地0.07下名生児童遊園

※毎週1回測定

【測定場所】定点測定地／駐車場など屋外　公園／広場
　　　　　　学校施設・児童福祉施設／校庭または園庭
【測定位置】地表から100㎝／定点測定地、中学校
　　　　　　地表から 50㎝／小学校、幼稚園、児童福祉施設、公園

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：7月1日（月）】
放射性セシウム放射性ヨウ素採取場所

不検出
（検出下限値0.3）

不検出
（検出下限値0.3）

　仙南・仙塩広域水道　　　
　南部山浄水場（白石市）

※厚生労働省が定めた基準値、放射性セシウム10ベクレル/kg　　※検査は県企業局

◎詳しくは、町ホームページに掲載しています。

■問  町民環境課（定点測定値）　緯55-2113、教育総務課（学校施設）　緯55-2134
　 子ども家庭課（児童福祉施設）　緯55-2115、都市建設課（公園）　緯55-2121
　 上下水道課（水道水）　緯55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122

（単位：ベクレル/kg）町内農産物の放射能測定（精密検査）結果
厚生労働省が定めた基準値放射性セシウム採取日品目

100不検出6月24日にんにく

100不検出6月24日うめ　　

※検査は県農林水産部

　広報しばた7月号に誤りがありました。
正しくは下記のとおりです。訂正してお
詫びいたします。
■家庭ごみの有料化から1年（4ページ）
　（誤）町全体で約1,020万円
　（正）町全体で約3,400万円

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

広報しばたの訂正とお詫び
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