
お知らせ版
平成25年9月1日

広報しばた・お知らせ版・第 730号・柴田町役場まちづくり政策課・柴田町船岡中央 2丁目 3-45
TEL 54-2111　FAX 55-4172　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

社会人経験者を対象とする柴田町職員を募集します
葛開会日時／9月2日（月）9：30 （予定）
葛場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階
葛手続き／傍聴席入口にある傍聴人受付
票に氏名などを記入し提出してくださ
い。
葛日程／9月2日　町政報告、一般質問
　　　　　　 3日、4日　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　緯55-2136

葛選考区分／社会人経験者　　葛職種／土木　　葛採用予定人数／1人程度
葛職務内容／道路・下水道・河川などの建設・改修工事の設計積算・監督、施設の維
持管理や都市計画の策定・実施などの専門業務
葛受験資格／昭和53年4月2日以降に生まれた人で、1級土木施工管理技士または技
術士（建設部門に限る）の資格を有し、次のいずれかに該当する人
①学校教育法による大学を卒業後、土木関係の設計、施行管理などの実務経験を5
年以上有する人
②学校教育法による短期大学または専修学校（2年制以上の専門課程で年間授業時
間が680時間以上のものに限る）を卒業後、土木関係の設計、施行管理などの実
務経験を7年以上有する人
③学校教育法による高等学校を卒業後、土木関係の設計、施行管理などの実務経験
を9年以上有する人

 1次試験　提出書類による選考　※合格者のみに2次試験の日時を通知します。
 2次試験　葛日程／10月下旬　　葛場所／柴田町役場
葛内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断書審査など
葛申込用紙の請求／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、宛先を明記の上、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。町ホームページからも
入手できます。
葛受付期間／9月2日（月）～20日（金）の平日　　葛受付時間／8：30～17：00
※郵送の場合は、9月20日（金）午後5時までに柴田町役場に必着のものに限ります。

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

　町では、安全・安心な住みよいまちづくりを推進するため、防犯実動隊員と交通指導隊員を募集します。
　防犯活動や交通安全活動を通じて地域に貢献したい方、興味のある方は下記までお問い合わせください。

　この調査は、10月1日現在の住戸や土
地の保有状況、世帯に関する実態を明ら
かにし、住生活関連諸施策の基礎資料を
得るため、全国的に実施される調査です。
調査の対象となった世帯に統計調査員が
伺いますので、ご協力をお願いします。

■問  まちづくり政策課
　緯54-2111

防犯実動隊員・交通指導隊員を募集します

平成25年度 柴田町議会
9月会議 傍聴のご案内

葛募集対象／町内に住所を有する年齢20歳以上65歳未満の方　　葛報酬／職務報酬31,600円（年額）　出動報酬　2,000円（日額）
葛受付期間／9月2日（月）～20日（金）の平日　　葛受付時間／8：30～17：15
葛選考方法／書類審査のほか面接を行います。　※提出書類にかかる費用は自費負担になります。

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111

活　　　動　　　内　　　容提出書類募集人数区分（身分）
毅防犯思想の啓蒙（児童に対する防犯教室など）および防犯診断
毅防犯パトロール　　毅各種行事などにおける警戒
毅地域の個人および団体が行う防犯活動に対する助言及び指導

履歴書
（写真貼付）6人防犯実動隊

（非常勤職員）

毅通勤・通学路および主要交差点における街頭指導（朝7時から）
毅各種行事における交通整理・指導
毅交通安全教育（児童、高齢者に対する交通安全教室など）

履歴書
（写真貼付）
運転記録証明書

4人交通指導隊
（非常勤職員）
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町営住宅入居者募集

葛募集人数／4歳児　30人
葛入園資格／町内居住の平成21年4月2
日から平成22年4月1日までに生まれ
たお子さん
葛在園期間／平成26年4月1日～平成28
年3月31日
葛申込方法／第一幼稚園で配布する入園
願書にてお申し込みください。
葛入園願書配布・受付期間／9月13日
（金）～10月9日（水）8：30～17：15
※土、日曜日・祝日・9/30を除く

■申 ■問  第一幼稚園　緯55-1136

　平成25年6月14日に厚生労働省から通知があり、町では、国の決定に基づき、子
宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な勧奨を差し控えています。なお、今回の接種勧
奨差し控えにより接種を中止し、規定の接種間隔を超えてしまう方への対応などにつ
いては、接種を受ける方に不利益がないよう、現在国で検討されています。
　接種を希望する方は、有効性と副反応を理解した上で接種を受けることができます。
健康推進課までご相談ください。

■問  健康推進課　緯55-2160

　電話で息子を名乗る者からお金をだま
しとられる詐欺事件が発生しています。
≪こんな電話には注意しましょう≫
「電話番号が変わった」「株で失敗した」
「お金を弁護士が取りに行く」など
≪被害に遭わないために≫
毅息子の従来の電話番号に電話する。
毅自分の生年月日を言わせるなど、家族
しかわからないことで本人確認する。

●金銭を要求する電話がきたら、家族、
警察などに相談してください。
葛警察相談窓口／緯♯9110または　
　緯022-266-9110

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　町営住宅の入居者を募集します。申込数が募集戸数を超えた場合は抽選になります。
※募集住宅の重複申込はできません。
葛募集住宅／
①神山前1号棟  2Ｋ　　　1戸　単身可(4階建の3階)
②神山前2号棟  2Ｋ　　　1戸　単身可(4階建の4階) 
③北船岡1号棟  1ＬＤＫ　1戸　単身可(10階建の2階)
④西船迫2号棟  3ＬＤＫ　1戸　単身不可(4階建の4階)
葛資格／申込資格要件がありますので、都市建設課に確認してください。
葛家賃／住宅及び入居者の収入額・家族構成などによって異なります。
葛入居可能日／11月1日（金）予定
葛申込用紙／9月2日（月）から都市建設課または槻木事務所で配布します。
葛申込期間／9月2日（月）～17日（火）の平日　8:30～17:15
葛申込場所／都市建設課（槻木事務所では受け付けできません。配布のみ。）

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121

　インターネットの通信販売サイトで商
品を注文したものの、「代金を支払って
も商品が届かない」などの相談が寄せら
れています。これらは海外の業者が運営
していることが多く解決までに相当な期
間を要します。また、インターネットの
通信販売はクーリングオフの対象外です。
次のようなサイトとは契約しないように
しましょう。
毅サイト運営者の氏名、住所、電話番号
が明記されておらず、連絡手段がメー
ルしかない。
毅日本語表示が機械翻訳のように不自然。
毅正規の販売価格より極端に安い。
毅支払い方法が銀行振込みのみでクレ
ジットカードが使えない。

■問  町民環境課　緯55-2113

葛職種／一般事務等補助　　葛募集人数／1人　　葛職務内容／一般事務補助に従事
葛勤務先／総務課
葛募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。
①被災求職者の方　② 65歳未満の方　③パソコン操作（ワード・エクセル）がで
きる方

※被災求職者とは、被災地域内の災害救助法適用地域（県内全域）に所在する事業所を離職した
失業者または当該地域に居住していた求職者（未就職卒業者を含む）の方です。
※過去に町に雇用された期間がある方で、地方公務員法により雇用できない方は除きます（詳細
はお問い合わせください）。
葛雇用期間／10月1日～平成26年3月31日
葛勤務条件・勤務時間など／月～金曜日　8:30～17:15（1日7時間45分勤務）
　月20日程度
　賃金　日額5,813円（時給750円）　社会保険および雇用保険に加入
葛申込期間／9月2日（月）～17日（火）の平日　8:30～ 17:15
葛申込場所／総務課　※申し込みがない場合には、随時募集とします。
葛提出書類／○履歴書（写真添付）　○離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入
れ通知書もしくは離職票などの写し　※提出書類は返却しません。
葛選考方法／書類審査のほか面接を行います（詳しくは申込時に説明します）。
葛その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。
※診断書は自費負担になります。

■申 ■問  総務課　緯55-2111

柴田町臨時職員を募集します（震災等緊急雇用対応事業）

柴田町立第一幼稚園
平成26年度入園児募集

「ネットショッピング
に注意！」

子宮頸がん予防ワクチンの定期接種の
積極的な勧奨の差し控えについて



●3お知らせ版第730号

高次脳機能障害者家族交流会

　「救急の日」および「救急医療週間」は、
救急業務および救急医療機関に対して皆
さんの理解と認識を深めていただくとと
もに、救急医療関係者の意識の高揚を図
ることを目的に設けられています。
　救命を使命とする救急車の適切な利用
をお願いします。
　なお、夜間のお子さんの急な発熱やケ
ガなどで、すぐに受診させたほうがよい
のか、様子を見ても大丈夫なのか迷った
ときには、「県こども夜間安心コール」ま
でご相談ください。
○お知らせ版毎月1日発行の最終ページ
下部に連絡先を記載しています。

■問  健康推進課　緯55-2160

住宅の省エネ改修工事
　平成20年1月1日以前に建てられた住宅（賃貸住宅を除く）について、平成20年
4月1日から平成28年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、
申告により固定資産税が減額されます。
葛対象となる工事／一戸当たりの改修費用が50万円以上であり、次の①の改修工事また
は①と併せて行う②から④までの工事で、現行の省エネ基準を満たす改修工事。①窓の
改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化など）　②床の断熱改修工事　③天井の断熱
改修工事　④壁の断熱改修工事
葛減額される期間と範囲／工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり120㎡相
当分までの税額の3分の1が減額されます。
葛申告の方法／改修工事完了後、3か月以内に次の書類を添えて税務課に申告書を提
出してください。
○省エネ改修に要した費用を証する書類　○建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、
指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した証明書による現行の省エ
ネ基準に適合した工事である証明書
　
住宅耐震改修
　昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場
合、申告により固定資産税が減額されます。
葛対象となる工事／平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、現行耐震基
準に適合させるように耐震改修を施し、費用が一戸当たり50万円以上であること。
葛減額される期間と範囲／工事が完了した時期により翌年度分から最大2年間、一戸
当たり120㎡相当分までの税額の2分の1が減額されます。
葛申告の方法／改修工事完了後、3か月以内に次の書類を添えて税務課に申告書を提
出してください。
○耐震改修に要した費用を証する書類　○現行の耐震基準に適合した工事である、
地方公共団体、建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人、登録住宅性能評価機関または
指定確認検査機関が発行した証明書
　
バリアフリー改修
　居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固
定資産税が減額されます。
葛減額される住宅／平成19年1月1日以前に建てられた住宅（賃貸住宅を除く）で、
平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工
事を行い、次のいずれかの方が居住していること。
①65歳以上の方　②介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方　③
障害者の方
葛対象となる工事／次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上であるこ
と。　①廊下の拡幅　②階段の勾配緩和　③浴室の改良　④トイレの改良　⑤手す
りの設置　⑥床の段差解消　⑦引き戸への取替え　⑧床表面の滑り止め化
葛減額される期間と範囲／工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり100㎡相
当分までの税額の3分の1が減額されます。
葛申告の方法／改修工事完了後、3か月以内に次の書類を添えて税務課に申告書を提
出してください。
○納税義務者の住民票の写し　○改修に要した費用を証する書類　○改修工事の明
細書　○改修工事箇所の写真　○居住要件の区分に応じた書類（毅65歳以上の方は
住民票の写し　毅要介護認定、要支援認定者の方は介護保険証の写し　毅障害者の
方は障害者手帳の写し）

■問  税務課　緯55-2116

　高次脳機能障害に関する理解を深め、
家族同士の交流を通して、家族の方がゆ
とりある生活ができることを目指して、
交流会を開催します。
葛日時／①9月20日（金）13：30～16：30
　　　　②12月20日（金）13:30～16：30
葛場所／県仙南保健福祉事務所  保健所棟
葛対象／仙南管内にお住まいの高次脳機
能障害者のご家族
葛内容／ミニ講話及び懇談会
講師：ピアカウンセラー佐々木智賀子
氏、個別相談（希望者）
葛参加費／無料　※電話でお申し込みください。

■申 ■問  県仙南保健福祉事務所
　母子・障害班　緯53-3132

　町では、平成27年度評価替えに向けた
土地鑑定評価のための資料収集を、不動
産鑑定士などに依頼しています。
　現地確認のために私有地へ立ち入りを
お願いする場合には、町発行の証明書を
提示しますので、ご協力をお願いします。
また、ご不審な事があれば下記へ問い合
わせ下さい。
葛期間／9月上旬～12月下旬

■問  税務課　緯55-2116

固定資産税の評価替えに係る
調査のご協力についてお願い
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■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997　※募集などの詳細は、後日のお知らせ版に掲載します。
期　　間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

11月22日㈮
10:00～11:00無料「絵本の読み聞かせ」「リズム遊び」「折り紙作り」を

します。
未就学児と親
10組

親子スキンシップ教室
　槻木生涯学習センター

①11月2日㈯
　6:00～16:00
②11月16日㈯
　9:00～15:00

無料

里山ハイキングコースを楽しみながら、地域の自然
や歴史を再発見し郷土愛を育みます。
①深山、猪倉、愛宕、鐙摺山コース
　（所要時間約10時間）
②羽山、韮神、館山コース
　（所要時間約8時間）

町民各30人
晩秋の野山を歩こう
　農村環境改善センター
　しばたの郷土館

1月26日㈰予定1,000円
（昼食など）

囲碁・将棋の愛好者が一同に集い、日頃の成果や技量
を競い合います。町民50人新春囲碁将棋大会

　槻木生涯学習センター

2月　※全6回無料

里山ハイキングを楽しみながら、地域の自然や歴史
を学び、地域を再発見し郷土愛を育みます。
　毅深山コース（所要時間約5時間）
　毅愛宕コース（所要時間約5時間）
　毅猪倉山コース（所要時間約5時間）
　毅鐙摺山コース（所要時間約5時間）
　毅羽山、韮神コース（所要時間約6時間）
　毅館山コース（所要時間約2時間）

町民各30人

冬の里山を歩こう
　富上農村公園
　農村環境改善センター
　柴田町「太陽の村」
　しばたの郷土館

■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520  その1　※募集などの詳細は、一部を除き、後日のお知らせ版に掲載します。
期　　間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

10月5日㈯
9:30～12:00

材料費
実費

親子でオリジナル紙飛行機を作ることで、自分達の
手で作る楽しさを味わいます。
【参加申込】
　●申込期間／9月3日㈫～14日㈯
　●受付時間／9:00～17:00
　●申し込まれた方には、後日ハガキで連絡します。

町内小学校4年
生以上とその保
護者　　　　　

10組

紙飛行機を作って
大空へ飛ばそう
　船岡生涯学習センター

10月19日㈯材料費
実費

ガラスのコップに絵柄などを彫ったり、革製品を作
るなど、オンリーワンの作品を手作り体験すること
により、想像力や創作力を養います。

小学生とその保
護者　　　　　

10組

親と子のふれあい工作
ガラス彫刻・革製品を作ろう
　西住公民館

11月17日㈰材料費
実費

この年代が地域に根ざすことの大切さや地域の住み
よさを知ってもらうため、ワインと料理を楽しみな
がら男女の親睦交流を行います。

30歳代、40歳代
の未婚の男女  　
各10人

出会い・ふれあいのつどい
　船岡生涯学習センター

11月30日㈯材料費
実費

アロマキャンドルなどを作りながら仲間づくりをし、
子どもたちの創造性や創作力を養います。

小学生とその保
護者　　　　　

10組

チャレンジ工作
アロマセラピーを楽しもう
　船岡生涯学習センター

11月13日㈬
12月4日㈬無料

絵本の読み聞かせを通じて子どもたちの感性・創造性
を育み親と子の絆を深めるとともに、多くの本と出
合うきっかけを作ります。

幼児とその保護
者　　　　　　

　

親子絵本読み聞かせ
　船岡生涯学習センター
　西住公民館

12月7日㈯材料費
実費

クリスマスに家庭を楽しく演出するため、親子でふ
れあいながら手作りのリースを作ります。

小学生とその保
護者　　　　　

10組

親子でクリスマスリースを
作ろう
　船岡生涯学習センター
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仙南総合プール日程表（平成25年9月分）

葛営業時間／月～土曜日　 9：00～21：00（施設利用時間9：00～20：45）　日曜日・祝祭日  11：00～19：00（施設利用時間11：00～18：45）
葛休館日／毎週水曜日　　葛無料開放／9月15日㈰　毎週第3日曜日（施設利用時間11：00～18：45）

○…全面利用可能　　☆…レッスンまたはイベント実施中は利用不可　　×…終日利用不可

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　  日・曜日

区分　  　　　　 月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
☆☆☆☆☆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

■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011　※募集などの詳細は、後日のお知らせ版に掲載します。
期　　間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

10月19日㈯
11月2日㈯
12月7日㈯
1月18日㈯
2月15日㈯　※全5回
9:30～10:10 

無料

年齢や性別、楽器演奏の経験も関係なく誰でも楽し
める口笛。口笛は酸素をたっぷり吸い込む複式呼吸
で心肺機能を優しく向上させ、顔の筋肉も鍛えられ
ます。また、心安らぐ音色、のんびりしたペースで演
奏できます。そんな気軽なイメージで口笛を吹いて
みませんか。（講師:口笛奏者　磯木恒憲 氏）

小・中学生
15人

子ども口笛音楽室
　船迫生涯学習センター

12月7日㈯、14日㈯
※全2回

無料

「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。子ども
から大人まで、男女問わず募集します。（講師：佐藤
栄子氏新装きもの学院講師）

町民15人お正月に着物を着よう
　船迫生涯学習センター

12月　※全2回
茶菓代
2回分
500円

日本伝統の茶道を身近に感じてもらえるクリスマス
茶会を開催します。和室での作法を学びながら楽し
く体験してみませんか。（講師：高橋会子氏）

小学生10人クリスマス茶会
　船迫生涯学習センター

■申 ■問  しばたの郷土館　緯55-0707　
開催日時など参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

9月28日㈯
行先／岩手県奥州市水沢

11月30日㈯
※座学・留守家資料を読む
※全2回

2,000円
（9月28日
の昼食代
を含む） 

中世の柴田町と深い関係のあった留守氏の故地を訪ねま
す。また、国の重要文化財に指定されている「ふなはさま
の日記」「しばたの長帳」の実物を見るほか、柴田町ゆか
りの地を訪ねます。
【参加申込】
　●申込期間／9月3日㈫～14日㈯
　●受付時間／9:00～17:00

町民25人
町史探訪
館外研修と座学
「留守氏の故地を訪ねて」

10月11日、18日、25日
11月8日、15日、22日、29日
12月6日　金曜日　※全8回
9:30～12:00

2,000円
（材料費）

拓本の採集方法や道具の作り方を学習します。
【参加申込】
　●申込期間／9月3日㈫～28日㈯
　●受付時間／9:00～17:00

町民5人拓本づくり体験学習
　しばたの郷土館

■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520  その2　※募集などの詳細は、一部を除き、後日のお知らせ版に掲載します。
期　　間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

12月21日㈯予定無料生活の中の潤いと地域の方々の交流のため、優れた
音楽活動を行っている音楽家の演奏を鑑賞します。町民クリスマス名曲コンサート

　船岡生涯学習センター

3月15日㈯予定無料大スクリーンに映し出されるアニメを鑑賞します。幼児と小学生
（幼児は保護者同伴）

子ども映画会
　船岡生涯学習センター

△…09:00～16:30　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コース分利用不可)
　　18:30～20:45　全面利用可

◇…09:00～16:30　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コース分利用不可）
　　18:30～20:00　一部利用可（毎週火 スポ少実施中は2コース分利用不可)
　　20:00～20:45   全面利用可
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　今年度の健診結果はいかがでしたか。
「こんな結果が届いたけど、どうしたら
いいの？」「5年後、10年後の自分の健康
を守りたい！」そんな方はお申し込みの
上、ぜひご参加ください。町の栄養士・
保健師が個別で相談に応じます。
葛開催日／9月10日（火）
葛受付時間／①9：30　②10：30　
　③13：15　④14：15　⑤15：15
相談時間は、一人あたり45分程度です。
お申し込みの際、希望の時間をお話し
ください。
葛会場／保健センター1階
葛対象／平成25年度青年期・特定健康診
査を受けた19歳から64歳の方（社会
保険被扶養の方も含む）
葛持ち物／①特定健康診査結果通知表
　②筆記用具　③眼鏡（必要な方）
葛申込期限／9月3日（火）

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

葛日時／9月29日（日）10：30～14：00　　葛場所／柴田町「太陽の村」
葛内容／○ふるさとの食卓（地場産の食材をふんだんに使って日本型の食事を紹介）　
○餅つき体験（きねとうすを使い自分でついた餅をその場で試食）　○竹馬であそ
ぼ！　○わら細工の実演　○朝採り野菜、加工品や花などの地場産品の即売　○し
ばたのとれたて新米（30㎏）を100袋限定で8,000円の特別価格で販売　○ふるさ
との食卓食事券か新米をお買い上げいただいた方に、町の特産物を景品にした抽選
会を実施（新米、花、菓子など）　○ねこバス体験乗車（雨天中止）
 しばたのとれたて新米販売　葛料金／8,000円　※玄米30kg1世帯1袋　100袋限定
　葛販売開始時間／11:00

 ふるさとの食卓食事券　葛料金／前売り1,000円、当日1,100円（小学生500円）
※お食事は材料などに限りがありますので、前売り券をお求めください。
葛発売日／9月2日（月）～24日（火）
葛前売り券販売所／柴田町「太陽の村」、ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部（槻木上町）、
農政課

■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（農政課内）　緯55-2122

葛日時／9月6日（金）、13日（金）
葛区域／市街地を除く町内全域
葛重点地区／白石川（中名生下流域）、阿
武隈川、農業用ため池
葛対象鳥獣／カラス、カルガモ
葛捕獲方法／だいだい色の腕章を付け、
鳥獣捕獲許可証を携行した有害鳥獣捕
獲隊員が銃器で捕獲します。

■問  農政課　緯55-2122

 地元産ポットマム（鉢菊）展示即売会
　柴田町鉢花研究会が丹精込めて育てたポットマムを販売します。
葛日時／9月14日（土）～16日（月）9：30～17：30
葛場所／柴田町観光物産交流館さくらの里　　葛販売金額／600円
 ふるさと柴田特産品セット予約販売
　ポットマムと町の特産品をセットにした「柴田特産品セット」を予約販売します。
①柴田の銘菓とポットマムのセット　　②豊屋の漬物とポットマムのセット
葛予約受付／柴田町観光物産交流館さくらの里　緯87-7101　
　　　　　　柴田町「太陽の村」　緯56-3970
葛受取期間／9月14日（土）～16日（月）9：30～17：30　　葛販売金額／1,500円
葛予約期限／9月6日（金）　　葛受取場所／柴田町観光物産交流館さくらの里

■予 ■問  （一社）柴田町観光物産協会　緯56-3970　商工観光課　緯55-2123
　農政課　緯55-2122 

　楽しく英語を学びませんか。
葛日時／毎週水曜日9：30～11：30
葛場所／船岡公民館
葛講師／ジェームス・オペ氏
葛会費／4,000円（月額）
葛申込期限／9月30日（月）
葛その他／初会合は10月2日（水）

■申 ■問  ハピネス英会話クラス
　（加茂）　

　運動不足やストレスの解消にぜひご参加ください。
葛日時／9月28日、10月5日、10月19日、11月2日、11月9日、11月16日、11
月30日、12月7日、12月14日、12月21日の土曜日（全10回）　10：30～11：30

　※荒天などにより中止になる場合があります。
葛場所／船迫公民館　※11/16（土）のみ船岡体育館
葛内容／エアロビクスと少しハードなボクササイズ（エアロビクスにパンチとキック
を組み込んだプログラム）の教室を交互に5回ずつ開催します。
葛講師／ライフフィットスポーツ㈱インストラクター　菊池美紗氏、高橋ひとみ氏
葛募集人数／20歳～59歳までの町民20人　※年齢は、平成25年9月1日現在　※先着順
葛参加費／1,850円（保険代）　　葛持ち物／上靴、タオル、飲み物、筆記用具
葛申込期間／9月4日（水）～14日（土）　　葛受付時間／9：00～17：00

■申 ■問  スポーツ振興室　緯55-2030

有害鳥獣捕獲のお知らせ

会員募集

ハピネス英会話クラス

第10回 しばたコメ祭り
～真心をコメて作ったしばたの「おいしいごはんをお召し上がりください。」～

『ポットマム展示即売会』　  　
『ふるさと柴田特産品セット予約販売』　 　　

体力づくり教室受講生募集

～エアロビクス＆ボクササイズ～

のお知らせ
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ようこそ赤ちゃんセミナー
（もうすぐママコース）

仙台大学バレーボールアカデミー

いも煮＆バーベキュー開幕！   　　　  

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 好評開催中
葛展示期限／11月24日（日）

葛日時／9月7日（土）、21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
　

葛日時／9月7日（土）10:00～12:00
葛場所／ふるさと文化伝承館　和室
葛内容／お菓子を抹茶でいただきま
す。親子での参加、大歓迎。気軽
にお茶点てを体験してみませんか。

葛参加費／300円
葛協力／しばた茶会運営委員会、高
橋宗会社中　

　

　中秋の名月「おめげっつぁん」月を
めでながら、静かな時の流れを感じ
てみませんか。入場は無料です。
葛日時／9月19日（木）18：30～20：30
葛場所／しばたの郷土館
葛内容／名月観望、観月茶会、箏曲演
奏、しばたの民話

9月のトンボ玉体験会

菓子と茶「いっぷくどうぞ」

　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？　事前予約は不要です。当日直
接会場にお越しください。
葛日時／10月8日（火）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／赤ちゃん人形をお風呂に入れて
みよう、おなかの赤ちゃんに手紙を書
こう、先輩ママの出産体験談を聞いて
みよう、妊娠・出産についての情報交
換をしようなど
葛対象／妊婦および家族
葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　緯55-2160

葛期間／9月22日（日）～11月4日（月）　　葛場所／柴田町「太陽の村」
葛内容／

葛持ち物／敷物のみお持ちください。雨天の場合は室内となります。

■申 ■問  （一社）柴田町観光物産協会　緯56-3970

　バレーボールを通してスポーツの楽しさや面白さを学び、バレーボールに少しでも
興味を持ってもらうことを目的に開催します。
葛日時／10月19日、11月2日、11月16日、11月23日、12月14日、12月21日、
平成26年1月11日、1月25日の土曜日（全8回）
　19：00～21：00
葛場所／仙台大学第5体育館
葛対象／小学校5年生～中学校3年生　※未経験者も大歓迎　※夜間実施のため、保護者の送迎必要。
葛募集人数／60人（先着順）
葛参加費／500円（保険代含）　※Ｔシャツ希望の場合、別途費用がかかります。
葛申込期間／9月2日（月）～30日（月）
葛申込方法／電話または、ＦＡＸ・Ｅメールに氏名、住所、電話、学校名、学年、保
護者名を記入し、お申し込みください。
葛指導者／仙台大学男子・女子バレーボール部

■申 ■問  仙台大学丸山研究室　緯・思55-1238（月～金曜日9：00～16：00）
　Ｅメール：tm-maruyama@sendai-u.ac.jp

　ギャラリー展示案内　

○三塚直樹色えんぴつ画作品展
　画材として極めて簡易な色えんぴつで、どれ程の絵が描けるか、楽しみながら
挑戦して描いてみた絵です。
葛展示期間／9月3日（火）～9月16日（月）15:00まで

　サロン口笛コンサートのご案内　

　みやぎ口笛楽友クラブファルセットの皆さんによる口笛演奏で、楽しいひとと
きを過ごしてみませんか？　今月は「魅惑の映画音楽＆昭和のヒット曲」をテー
マに演奏します。
葛日時／9月8日（日）13：30～14：00　※申込不要

　囲碁将棋教室　

　囲碁･将棋に興味のある方、一緒に楽しみませんか。初心者の方も大歓迎です。
（小学生は保護者付き添い）
葛日程／9月5日（木）、21日（土）10：00～17：00（時間内の出入り自由）
葛参加費／無料　※申込不要
■推進センター9月の休館日／2日、9日、17日、24日、30日
■開館時間／10：00～18：00
■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

中庭観月会

料　金内　　　容

大　人　1,500円
子ども　1,000円

具材、薪、食器、おにぎり一人1個、
うどん2人に1袋
※野菜などはカットされています。

いも煮

大　人　2,000円
子ども　1,500円

肉類（大人240ｇ、子ども150ｇ）、
やきそば、炭、野菜バーベキュー

手ぶらでＯＫ　
5人より受け付けします
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マロニエの会
（自死遺族わかちあいの集い）

　仙台法務局および県人権擁護委員連合
会では、9月9日（月）から15日（日）まで
の7日間、全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間を実施しま
す。高齢者や障害者に対する暴力・虐待
や家族間での問題など、さまざまな人権
問題について、人権擁護委員が電話相談
に応じます。
葛日時／①9月9日（月）～13日（金）
　8：30～19：00
②9月14日（土）～15日（日）
　10：00～17：00
相談は無料で、予約は不要です。
秘密は固く守ります。
電話番号は0570-003-110（ナビダイヤル）
です。
■問  仙台法務局人権擁護部　
　緯022-225-5743

　町（地域）をアイディアとパワーで元気にしていく意見・実践提案を募集します。
住民同士がふれあいを深めるための取り組みやユニークなイベントの開催など、あな
たのひらめき、工夫や行動をまちづくりへ活かしませんか。
葛提案の種類／
①意見提案　まちづくりに活かしたいユニークなアイディアを募集します。
②実践提案　
〔通常提案〕提案者、町、町民の皆さんとの協働で町（地域）を元気にしていく実
践活動を募集します。予算の範囲内で、対象経費の2分の1以内を補助します。
〔スタートアップ提案〕新たに活動を始める、または活動を始めて間もない団体か
らの実践活動を対象に、対象経費以内で3万円を上限に補助します。

葛基本テーマ／「みんなで育てる　笑顔輝く　元気なまち」
葛提案できる方／町内に住所を有する方または町内へ通勤・通学している方。町内の
地域コミュニティ団体、住民活動団体および事業者
葛受付期間／9月1日（日）～30日（月）
葛提出先／まちづくり推進センター（火～日曜日、10：00～18：00）
　　　　　まちづくり政策課（月～金曜日、8：30～17：15）
■募集要項配布先／提案制度に関する詳しい内容を記載した募集要項は、まちづくり
推進センターおよびまちづくり政策課に備え付けています。また、町ホームページ
からもダウンロードできます。

■問  まちづくり推進センター　緯86-3631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
9月 3日㈫近江　宣男

生　　活

9月10日㈫鈴木　照雄

9月17日㈫佐藤由美子

9月24日㈫関根　朝成

10月 1日㈫近江　宣男

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい
福祉センター（船岡字中島68）☎58-1771

人権・行政相談
町民相談室（役場1階）10：00〜15：00

相　談　日担当相談委員相談区分
9月 4日㈬木島　基子

人　　権

9月11日㈬飯淵　直子

9月18日㈬菅野　敏明

9月25日㈬佐藤　良吉

10月 2日㈫木島　基子

9月25日㈬大宮　照夫行　　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㈫㈬㈮日下　信子消費生活

■問  町民環境課　☎55-2113

家庭児童相談
子ども家庭課9:00〜16:00（祝・休日除く）

■問  子ども家庭課　☎55-2115

相　談　日相談区分
毎週㈪㈫㈭家庭児童

葛日時／9月22日（日）13：30～15：00
葛場所／船岡公民館　※入場無料
葛演題／『安倍内閣の改憲意図と私たち
の対応』
葛講師／佐久間敬子氏（弁護士・みやぎ
憲法九条の会監事）

■問  柴田町9条の会（二階堂）
　

　悩みをかかえてつらい思いをしている人はいませんか。誰かに話をすることで、気
持ちが軽くなることもあります。一人で悩まず相談しましょう。
 仙台いのちの電話　葛日時／年中無休　24時間受付　緯022-718-4343
　●フリーダイヤル相談　葛日時／毎月10日　8：00～翌朝8：00　緯0120-738-556
 県精神保健福祉センター　こころの相談電話
　葛日時／月～金曜日8：30～17：00　緯0229-23-0302
 県仙南保健福祉事務所（母子・障害班）　葛日時／月～金曜日8：30～17：00　緯53-3132
 健康推進課（保健班）　葛日時／月～金曜日8：30～17：00　緯55-2160
 自殺予防のために私たちができる3つのポイント
　①気づく……周りの人の悩みに気づき、耳を傾けましょう。
　②つなぐ……早めに専門家に相談するよう促しましょう。
　③見守る……温かく寄り添いながらじっくりと見守りましょう。

■問  健康推進課　緯55-2160

　「同じ悲しみ、同じ苦しみ、同じ悩み」
をわかちあいましょう。
葛日時／9月15日（日）14：00～16：00
葛場所／オーガ2階多目的ホール1
葛対象／自死遺族の方　葛参加費／無料

■問  全国自死遺族連絡会（田中）
　
　健康推進課　緯55-2160

平成25年度  第2回  まちづくり提案制度提案募集

憲法を考える講演会

99999999999月月月月月月月月月月月 1111111111100000000000日日日日日日日日日日日～～～～～～～～～～～ 1111111111166666666666日日日日日日日日日日日ははははははははははは自自自自自自自自自自殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防週週週週週週週週週週自殺予防週間間間間間間間間間間間でででででででででですすすすすすすすすすです

全全全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国国国一一一一一一一一一一一一全国一斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉「「「「「「「「「「「「高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者・・・・・・・・・・・・障障障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者者者「高齢者・障害者ののののののののののののの
人人人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権権権ああああああああああああんんんんんんんんんんんんししししししししししししんんんんんんんんんんんん相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談人権あんしん相談」」」」」」」」」」」」」強強強強強強強強強強強強化化化化化化化化化化化化週週週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間間間強化週間
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　白血病などで骨髄移植を希望する患
者さんに対し、より多くの提供者が見つ
かるよう骨髄バンクドナー登録にご協
力ください（要予約）。
葛日時／9月10日㈫、24日㈫ 
　　　　9：00～10：00
葛場所／県仙南保健所
葛対象／○18歳～54歳で、体重が男性
45kg以上、女性40kg以上の健康な方
○骨髄提供の内容を理解している方

　ＨＩＶ抗体検査、クラミジア抗体検査
（採血）を匿名で受けることができます
（要予約）。
葛日時／9月10日㈫、24日㈫ 
　　　　13：00～15：00
葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

■申 ■問  県仙南保健所疾病対策班
　☎53-3121

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

　感染が気になる（可能性のある）方は、
Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎ウイルス抗体検査
（採血）を、無料で受けることができます
（要予約）。
葛日時／9月10日㈫、24日㈫ 
　　　　15：00～16：00
葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

エエエエエエエエエエエエイイイイイイイイイイイイズズズズズズズズズズズズ・・・・・・・・・・・・ククククククククククククララララララララララララミミミミミミミミミミミミジジジジジジジジジジジジエイズ・クラミジアアアアアアアアアアアアアののののののののののののの相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談、、、、、、、、、、、、相談、
抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗体体体体体体体体体体体体検検検検検検検検検検検検抗体検査査査査査査査査査査査査査をををををををををををを行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっってててててててててててていいいいいいいいいいいいままままままままままままを行っていますすすすすすすすすすすすす

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢ型型型型型型型型型型型型肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎・・・・・・・・・・・・ＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣＣ型型型型型型型型型型型型肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝肝Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎炎ののののののののののののの相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談、、、、、、、、、、、、相談、
抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗抗体体体体体体体体体体体体検検検検検検検検検検検検抗体検査査査査査査査査査査査査査をををををををををををを行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっってててててててててててていいいいいいいいいいいいままままままままままままを行っていますすすすすすすすすすすすす

　国民年金の保険料免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4
種類があります。これらの免除期間は、老齢・障害・遺族の各基礎年金について、年
金を受けるための資格期間でみた場合、保険料を納めた期間とみなされます。
　なお、学生納付特例と若年者納付猶予によって保険料の納付の全額が猶予された期
間は、資格期間には反映されても、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
◆10年以内に追納を
　これらの保険料免除や納付を猶予された期間については、経済的にゆとりができた
ときに、10年以内であれば保険料を追納して、満額の老齢基礎年金に近づけることが
できます。
　追納できる期間の順序は、原則として先に経過した月から順次納めなければなりま
せんが、学生納付特例期間または若年者納付猶予期間よりも前に保険料免除期間があ
る場合には、どちらを優先して納めるかを本人が選択することができます。学生納付
特例期間と若年者納付猶予期間とは同順位とされています。
　追納する保険料額は、保険料の免除や猶予された当時のそれぞれの保険料月額に経
過期間に応じて決められた額が加算されます。
　保険料を追納するための納付書の発行には申し込みが必要ですので、お近くの年金
事務所の窓口にお問い合わせください。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113　健康推進課　緯55-2114

　行政書士には守秘義務があり、あなたの秘密は守られます。事前に電話をいただけ
ると待ち時間も少なくご相談いただけます。
葛日時／①9月8日（日）13：00～16：00　  葛場所／船迫生涯学習センター
　　　　②9月21日（土）13：00～16：00　葛場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）
葛内容／相続、遺言、成年後見制度など民事上の権利義務、家庭内の法律問題

■問  福島行政事務所　緯59-3277

　中小企業や個人事業者の皆さまの事業
上のトラブル、取引上の悩み、疑問など
に弁護士が無料で相談に応じます。
※要予約
葛日時／9月10日（火）13:00～16:00
葛場所／大河原合同庁舎2階
葛予約期限／9月3日（火）

■予 ■問  （公財）みやぎ産業振興機構
仙台市青葉区上杉1丁目14-2
緯022-225-6637　思022-213-9734
予約用　緯0120-418-618
柴田町商工会　緯54-2207

中中中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小小小企企企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業業業・・・・・・・・・・・・個個個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人人人事事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業業者者者者者者者者者者者者向向向向向向向向向向向向中小企業・個人事業者向けけけけけけけけけけけけけ
無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁弁護護護護護護護護護護護護士士士士士士士士士士士士移移移移移移移移移移移移動動動動動動動動動動動動相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談無料弁護士移動相談会会会会会会会会会会会会会

行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政書書書書書書書書書書書書士士士士士士士士士士士士にににににににににににによよよよよよよよよよよよるるるるるるるるるるるる無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法法法務務務務務務務務務務務務相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談行政書士による無料法務相談会会会会会会会会会会会会会

　地域計画は、日常生活の場である地域の良いところや課題を整理しながら地域を点
検し、みんなで知恵を出し合い、もっと住みよい地域にするためにはどうしたらよい
かを行政区ごとにまとめたものです。地域計画の内容は、地域の概要・良いところ・
課題、地域の将来像（目標）、将来像に向けた具体的な活動計画などです。
　各行政区で策定された地域計画は、一部を抜粋して町ホームページに掲載している
ほか、次の場所で閲覧できます。策定中の行政区については、策定次第公開します。

　

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

閲覧時間閲　覧　場　所

8:30～17:15役場（2階情報公開コーナー）、槻木事務所

10:00～18:00まちづくり推進センター

8:30～17:15各生涯学習センター

10:00～19:00
※土･日曜日は17:00まで

柴田町図書館
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柴田町文化協会事業

第31回町民ダンスパーティー

常設の子育てひろば“ゆるりん”
　子育て中のパパやママ、お孫さんと一緒のおじいちゃん、おばあちゃんが自由に気
軽に遊びに来る“屋根のある公園”です。スタッフもいるので安心です。

　

葛対象者／0歳～未就園児とその保護者　　葛参加費／無料
葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物など
■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん　緯080-4178-9374

場　　所日　　時子育てひろば

イトーチェーン船岡店
向かい

毎週月、火、水曜日
9：30～12：00、13：00～15：30ゆるりんひろば

新栄集会所

9月5日（木）、12日（木）、19日（木）、26日（木）
9：30～12：00、13：00～15：30移動ゆるりんひろば

9月12日（木）　10：00～12：00おもちゃ病院

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。 

　槻木体育館 
　（卓球・バドミントンに限ります）

9月 1日㈰9：00～16：00 

9月15日㈰9：00～16：00 

　入間田テニスコート 
9月 8日㈰9：00～16：00 
※行事などにより変更になる場合があります。

体
育
施
設
一
般
開
放
日

  学校体育施設調整会議

9月18日㈬19：00
船岡公民館 会議室1
  体育館・野外運動場調整会議

9月19日㈭19：00 
船岡公民館 会議室1

　
 
月 
分

10

お知らせ　調整会議の会場は船岡公民館と
なります。ご注意ください。

　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

　平成25年産米の安全性を確認するた
め、町内全域で玄米45検体の放射性物質
検査を実施します。
　農家の皆さんは、米の安全性が確認さ
れるまで、出荷や販売、贈答などしない
ようお願いします。
　なお、検査結果は速やかにお知らせし
ます。
■問  農政課　緯55-2122

　子どもから大人まで楽しめ、感動する「地球のステージ」は、全国で2,300回以上
の公演を行っています。ぜひご覧ください。
葛日時／9月23日（月・秋分の日）13：30～15：30
葛場所／槻木生涯学習センター
葛内容／タイ－カンボジア国境の難民キャンプを皮切りに湾岸戦争後のイラク、ソマ
リアなどで医療救援活動を続けている医師・桑山紀彦氏が世界の出来事をライブ音
楽と大画面の映像、スライドによる語りを組み合わせたコンサートステージです。
葛参加費／無料

■問  しばたまち平和の祭典実行委員会（まちづくり政策課）緯54-2111

　バーベキューコンロとダッチオーブンを使って、ダイナミックなピザ焼きに挑戦。
野外活動を楽しくするワザを親子で体験します。一緒に絶品ピザを作ってみよう！
葛日時／9月21日（土） 9:30～13:30　　葛場所／船岡生涯学習センター
葛対象／父親と小学生のお子さん　　　 葛募集人数／12組
葛参加費／親子で600円（保険代含む）　葛内容／ピザ作り、食育クイズなど
葛持ち物／エプロン、三角巾、軍手、筆記用具、タオル、水筒、上靴
葛申込期限／9月10日（火）※定員になり次第締め切ります。

■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

葛日時／10月6日（日）13：30～16：00
葛場所／船迫生涯学習センター
葛入場料／無料

■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習
　センター内）緯56-1997

　楽しいイベントがいっぱい！ 
葛日時／9月8日（日）10：00～15：30
※入場は15：00まで
葛内容／○水ロケット工作＆打ち上げ記
録会　○ちっちゃな水ロケット打ち上
げ体験　○展示室バスツアー　○その
場で簡単ロケット工作

■問  角田宇宙センター　緯68-3111

角田宇宙センター  特別公開
入場無料！

9月のお話し会
葛日時／9月7日（土）、14日（土）、21日（土）、28日（土）11：00～12：00
※事前の申し込みなどは必要ありません。
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」）
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・祝日：10:00～17:00
◆9月の休館日／2日（月）、9日（月）、17日（火）、24日（火）、30日（月）

　　　　■問  柴田町図書館（しばたの郷土館・ふるさと文化伝承館内）
　　緯86-3820　思86-3821　Ｅメール library@town.shibata.miyagi.jp

平成25年度家庭教育支援事業「ピカイチ・イクメン講座　パパとワ～クわく！」
～アウトドア塾！ダッチオーブンでピザを作ろう～

しばたまち平和の祭典「地球のステージ」
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ファミリー・サポート・センター　新協力会員研修会開催

　初めての方、趣味にとお考えの方など、
どなたでも参加できます。　※参加無料
葛日時／9月7日（土）、14日（土）、21日
（土）　14:00～16:00
葛場所／船迫公民館
葛内容／尺八を水道用エンビ管で作り、
演奏します。　※工作をしない方には尺八
をお貸しします。
葛募集人数／10人（先着順）
葛講師／琴古流宗家竹友社
　　　　師範  平  賀  颯  幽 

ひ ら  が そ う  ゆ う

葛申込期限／9月5日（木）

■申 ■問  琴古流尺八愛好会
　（平賀）
　（大島）

　子育てのお手伝いに関心のある方の参加をお待ちしております。一時預かり、送迎
など資格がなくてもできる活動です。

葛対象／町内に住所を有し、子育て援助活動のできる20歳以上の方
葛申込期限／9月25日（水）
■申 ■問  ファミリー・サポート・センター（船迫児童館内）緯87-7871

葛開催日／10月6日（日）※雨天中止
葛集合場所／船迫生涯学習センター
葛集合時間／6：30
葛内容／中央蔵王周回（歩行6時間程度）
刈田Ｐ～熊野岳～自然公園～三叉路～
旧かもしか温泉～ひよどり越え～賽の
河原Ｐ
葛対象／6時間程度歩ける方
葛服装／登山靴、帽子、手袋
葛持ち物／水、昼食、行動食（おやつ）、
雨具、防寒具
葛参加費／2,500円（保険料込み）
葛申込期限／9月15日（日）

■申 ■問   桜山遊会 （星）　
さくらさんゆうかい

　毎年9月20日～26日は「動物の愛護
及び管理に関する法律」で定められた動
物愛護週間です。「捨てず、増やさず、飼
うなら一生」を念頭に動物の愛護と適正
な飼養についてご理解と一層の意識高揚
をお願いします。
　また、動物の遺棄・虐待は法で規定さ
れており犯罪となります。動物虐待など
を見つけた場合は、最寄りの警察または
町民環境課へご連絡ください。

■問  町民環境課
　緯55-2113

○赤い羽根チャリティーバザー用品ご協力のお願い
　11月3日（日）に、福祉まつりを開催します。恒例となりました「赤い羽根チャリ
ティバザー」のバザー用品を募集いたします。
　なお、収益金は柴田町共同募金委員会に寄付いたします。
葛受付期間／10月25日（金）まで
葛受付場所／柴田町社会福祉協議会（柴田町地域福祉センター）
　　　　　　槻木ケアステーション（県営柴田槻木住宅内：緯56-4488）

○子育てサロン「きらら」
葛日時／9月13日（金）、27日（金）10：00～12：00　葛場所／柴田町地域福祉センター
葛参加費／無料　※13日はアロママッサージが体験できます。　※27日はリトミック「みわ
ちゃんとあそぼう」

○子育てサロン「みるく」
葛日時／9月20日（金）10：00～11：45　葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき
葛参加費／無料　　※「おもちゃ病院」を開設しています。

○サロンコンサート「ハーモニカ演奏」半澤秀雄さん
葛日時／9月10日（火）13：30～14：00　葛場所／柴田町地域福祉センター
葛参加費／無料

○交流サロン　さくら
　被災されて町内にお住まいの方を対象に、お茶のみやおしゃべりサロンを毎月開催
しております。今月も「サロンコンサート」終了後に開催いたします。お気軽にご参
加ください。
葛日時／9月10日（火）14:00　葛場所／柴田町地域福祉センター
※場所がわからない方はお電話ください。

○ぴいかぶうのへや「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべ歌、手遊びなどを楽しみましょう。時間内は出入り自由です。
葛日時／9月5日、12日、19日、26日の木曜日　15：30～17：00　葛参加費／無料
※おはなしタイム16：00～16：30

○宮沢賢治の作品を読み合う会
葛日時／9月12日（木）13：30～15：00　葛参加費／100円

葛場所／ぴいかぶうのへや「のばら」（庄司さん宅：船岡中央2丁目）
■問  おはなしの会ぴいかぶう（庄司）、（小塩）

10月2日（水）9：30～12：009月30日（月）9：30～12：00日時

槻木保育所保健センター2階研修室場所

○槻木保育所見学
○槻木保育所　所長講話

○ファミリー・サポート・センターについて
○協力会員の役割と心構え
○子どもの心身の発達と関わり方

内容

尺八を吹いてみませんか

尺八基礎講座

町民ふれあい登山
中央蔵王周回登山 参加者募集
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　秋の午後、お箏・尺八・語り・映像で
つづるものがたり絵本「花さき山」をお
楽しみください。邦楽に関心のある方も
お話を聴きたい方もぜひおいでください。
また、旧坂元中学校跡仮設住宅のみなさ
んが作った「いちごのストラップ」販売
もあります。
葛日時／9月29日（日）13：30～
※開場13:00
葛場所／槻木生涯学習センター
葛入場料／無料

■問  若松　

　仙台大学の学生とお茶を飲みながら、健康づくりについて考えてみませんか。

葛場所／まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内）　葛対象／町民　※参加無料
葛内容／○お茶を飲みながらの健康相談　○テーマにあわせた健康講話、簡単な運動
　　　　○健康チェックコーナー
葛持ち物／仙台大学健康ポイントカード　※すでにお持ちの方のみ

■問  仙台大学　スポーツ健康科学研究実践機構　緯・思55-1304

『にこにこ　ワールド2013』参加親子募集！
　1歳児の親子のための楽しいイベントです。親子のきずなを深めませんか。
　第1回目　｢わらべ歌やスキンシップ遊び｣
　　葛日時／9月26日（木）10:00～11:30　葛場所／槻木生涯学習センター会議室
　第2回目　｢親子ふれあい体操教室｣
　　葛日時／10月25日（金）10:00～11:30　葛場所／船岡生涯学習センターホール
　第3回目　音楽と劇「みんなおいで！」
　　葛日時／11月29日（金）10:00～11:30　葛場所／船岡生涯学習センターホール
葛対象／1歳児（平成23年4月2日～平成24年4月1日生まれ）と保護者
葛募集人数／50組程度（先着順）　葛参加費／無料
■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　緯54-4040

　町では、平成26年1月12日に開催する成人式が皆さんの思い出に残る式典になる
よう、一緒に企画や運営に携わっていただける方を募集しています。新成人の方、新
成人でなくても有志として参加したい方、ぜひご応募ください！
※実行委員会議は、10月～12月（平日）19:30頃に月1回程の開催を予定しています。
葛募集人数／10人程度　　葛申込期限／9月27日（金）

■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135　思55-2132　
　Ｅメール：sosial-edu@town.shibata.miyagi.jp

　一般社団法人さくら青年会議所では、
国際交流事業としてホームステイを実施
します。留学生を受け入れるホストファ
ミリーを募集しますので、この機会に国
際交流をしてみてはいかがですか。
葛受入日程／10月12日（土）～13日（日）
葛内容／東北学院大学留学生を一泊二日
の日程で受け入れていただきます。
葛募集期限／9月10日（火）

■申 ■問  （一社）さくら青年会議所ひとづく
り委員会
　（高橋）

ホストファミリーを募集します邦楽演奏会

平成26年成人式実行委員募集

「健康Café」を開催します　申し込み不要　動きやすい服装でお越しください！

テーマ時間開催日
残暑を乗り切ろう！10:00～12:009月 4日㈬
食欲の秋！肥満予防10:00～12:009月11日㈬
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【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

◎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）　☎55-2113、教育総務課（学校施設）　☎55-2134、子ども家庭課（児童福祉施設）　☎55-2115、
　 都市建設課（公園）　☎55-2121、上下水道課（水道水）　☎55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：8月20日（火）】

測定値測定値測定値
0.08槻木生涯学習センター0.08船岡生涯学習センター0.08柴田町役場
0.08西住公民館0.09農村環境改善センター0.07船迫生涯学習センター

※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：8月21日（水）】

測定値測定値測定値
0.06西住小学校0.10船迫小学校0.08船岡小学校
0.06柴田小学校0.10槻木小学校0.06東船岡小学校
0.08槻木中学校0.10船迫中学校0.08船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.05浄心幼稚園0.07第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.07熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：8月22日（木）】　

測定値測定値測定値
0.10西船迫保育所0.11槻木保育所0.07船岡保育所
0.06西住児童館0.11三名生児童館工事中柴田児童館

※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：8月19日（月）】　

測定値測定値測定値
0.05剣崎公園0.12白幡児童遊園0.07並松公園
0.08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。

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：8月19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

（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8月5日トマト　　
100不検出8月5日ジャガイモ
※検査は県農林水産部

携帯版　　　　　　
　　放射能情報サイトみやぎ
下記の方法で携帯電話でもご利用になれます。

（1）URLを直接入力する
　　　http://www.r-info-miyagi.jp.m/
（2）QRコードを利用でき

る端末の場合は右の
QRコードよりアクセ
スできます。

　県が主催する県民大学の受講生が柴田町のために企画した講座が開催されます。こ
の機会に新しい柴田町、懐かしい柴田町を発見しませんか。ぜひお友達とご一緒にお
越しください。
葛日時／9月10日（火）10：00～12：00　※開場9：45
葛場所／船迫生涯学習センター　ホール　※時間内自由参加、入場無料

■問  生涯学習課　緯55-2135

みやぎ県民大学　生涯学習支援者養成講座　受講生企画
～故郷の魅力再発見！ in 柴田町～
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※平成25年4月の予防接種法改正により、BCG予防接種の対象者が変わりました。標準的な接種期間（5～7か月）での接種をお勧めします。
※乳幼児対象の健康診査および相談で、問診票などがある方はあらかじめご記入の上お持ちください。
※成人健康相談のある方はご連絡ください。　　※上記事業の対象者で風邪気味などの方のご来場はご遠慮ください。

プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしで　☎＃8000
プッシュ回線以外の固定電話、　PHSなどからは　☎022-212-9390相談時間／19：00～8：00（毎日）宮城県こども夜間安心コール

休日急患当番医
 （診療時間／9：00〜17：00）

お子さんの急な発熱やけがなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子をみても大丈夫なのか、迷ったときは…

休日急患当番医の情報は、パソコンや携帯電話へメール配信サービスを行っていま
す。利用登録は、ml@mm.town.shibata.miyagi.jpへ空メールを送信し、返信され
る登録受付メールの内容に従って手続きをしてください。

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

9/4㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

大友　　先生平成24年2月生まれの方1歳6か月児健康診査　
※持ち物：歯ブラシ

  9:15～   9:45平成24年9月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）6㈮

  9:00～13:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）9㈪

12:45～13:00村川　　先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（9/5まで要予約）
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

11㈬
12:45～13:15大沼（健）先生平成25年4月生まれの方4か月児健康診査
14:00～15:30鈴木　　先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）13㈮

12:45～13:15乾　　　先生平成23年5月生まれの方2歳児歯科健康診査　※持ち物：歯ブラシ、
調査票（フッ素塗布希望者）17㈫

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付
18㈬

12:45～13:15大沼（健）先生
飯淵（信）先生平成22年3月生まれの方3歳6か月児健康診査

※持ち物：歯ブラシ

  9:00～10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）19㈭
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付25㈬
  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付

10/2㈬
12:45～13:15大沼（健）先生

佐藤（郁）先生平成24年3月生まれの方1歳6か月児健康診査
※持ち物：歯ブラシ

  9:00～13:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）7㈪

  9:00～10:00妊婦母子健康手帳交付
9㈬

12:45～13:15大沼（健）先生平成25年5月生まれの方4か月児健康診査
12:45～13:00佐藤（俊）先生3か月児から11か月児ＢＣＧ予防接種（10/8まで要予約）10㈭

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日
銀座薬局
　船　岡　緯 54-2201

村上薬局
　大河原　緯 52-4275

大友歯科医院
　船　岡　緯 57-2120

高沢外科・胃腸科
　船　岡　緯 57-1231

日下内科医院
　大河原　緯 52-1058

9/1
㈰

仙台調剤大河原西店
　大河原　緯 51-4011

船岡調剤薬局
　船　岡　緯 58-1189

大沼歯科医院
　村　田　緯 83-4395

みやぎ県南中核病院
　大河原　緯 51-5500

太田内科
　船　岡　緯 55-1702

8
㈰

アイランド薬局
　大河原　緯 53-4189

槻木中央薬局
　槻　木　緯 56-3169

はせ歯科医院
　大河原　緯 52-1080

みやぎ県南中核病院
大河原　緯 51-5500

玉渕医院
　槻　木　緯56-1012

15
㈰

関谷薬局
　大河原　緯 52-2133

調剤薬局船岡店
　船　岡　緯 55-2776

歯科ヒライ
　船　岡　緯 55-4025

善積医院
　村　田　緯 83-2172

佐藤内科クリニック
　船　岡　緯 54-3755

16
㈪

銀座薬局
　船　岡　緯 54-2201

甲子調剤薬局
　大河原　緯 51-5085

前田歯科医院
　村　田　緯 83-6480

毛利婦人科医院
　船　岡　緯 55-3509

平井内科
　大河原　緯 52-2777

22
㈰

大槻薬局東新町店
　大河原　緯 52-0885

仙台調剤大河原店
　大河原　緯 51-4040

スエヒロデンタルクリニック
　大河原　緯 53-4390

かわち医院
　大河原　緯 52-3115

さくら小児科医院
　大河原　緯 51-5355

23
㈪

ひまわり薬局
　船　岡　緯 87-8430

アイン薬局村田店
　村　田　緯 82-1682

村上歯科医院
　大河原　緯 53-3563

永沼整形外科
　船　岡　緯 54-2244

中核病院村田診療所
　村　田　緯 83-2445

29
㈰

さとう調剤薬局
　大河原　緯 51-4431

やすらぎ調剤薬局
　村　田　緯 83-6890

もり歯科クリニック
　大河原　緯 52-1563

庄司クリニック
　大河原　緯 51-3741

村田内科クリニック
　村　田　緯 83-6061

10/6
㈰
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