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　子ども手当の手続きが必要と思われる方へ、申請手続についてご案内する準備を進

めております。これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方の申請が必

要です。詳細は、後日お知らせいたします。

�手当の月額（一人につき）／

※養育する子ども（18歳に達する日以後の最初の3月 31日までの間にある子ども）のうち、年
　長から順に数えます。

�手当の支給月／平成24年 2月（平成 23年 10月分～平成 24年 1月分）
　平成 24年 6月（平成 24年 2月分および平成24年 3月分）

○子どもの国内居住要件（留学中の場合などを除く）など、新たな支給要件が設けら

　れました。

○公務員の方は勤務先での手続きとなります。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　この調査は、10月 20日を基準として、

個人や世帯に関する状況や過去1年間の

自由時間における活動を調査します。統

計法に基づいた基幹統計調査（報告義務）

で、重要な統計調査です。調査員が伺い

ましたら、ご回答をお願いします。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　日本玩具協会が毎年東京で開催している「東京おもちゃショー」が、東北地域版の「東北子ども博」となって柴田町で開催され

ます。キャラクターショーやおもちゃ体験イベントのほか、スポーツ体験イベントなども開催され、盛りだくさんの内容となって

います。子どもだけでなく大人も楽しめる内容です。ぜひご家族でお越しください。

�日時／ 10月 8日（土）10：00～ 17：00、9日（日）10：00～ 16：00　　
�場所／仙台大学キャンパス
�内容／ステージショー（ウルトラマン、アンパンマンほか）、おもちゃ体験イベント
　（バンダイ、タカラトミー、セガトイズほか）、スポーツ体験（ゴルフ、サッカー、

　バスケット、野球ほか）など
※会場周辺の駐車場は混雑が予想されます。自家用車でお越しの際は、しばたの郷土館駐車場をご利用ください（会場へのシャトルバス有り）。

■問  日本玩具協会　� 03-3829-2513　http://www.toys.or.jp/tohoku/

≪震災寄附金≫
○和紙人形愛好会（10万円）　○柴田町

民ゴルフ大会実行委員会（98,570 円）　

○退職公務員連盟柴田支部槻木地区会

（2万円）　○大光院不動講（5万円）
※8月 24日以降に震災寄附金を受け付けし
　た分のみを掲載しました。
　（9月 22日現在、順不同、敬称略）

社会生活基本調査に
ご協力を

平成 23年 10月分から平成 24年 3月分区　　　　分

15,000 円0歳～ 3歳未満（一律）

10,000 円3歳～小学校修了前（第 1子・第 2子）

15,000 円3歳～小学校修了前（第 3子以降）

10,000 円中学生（一律）
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�営業時間／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／ 10月 16日（日）毎月第3日曜日

�イベント／ 10月 30日（日）　※プール正面駐車場にて

○…全面利用可能　　☆…レッスン又はイベント実施中は利用不可　　×…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コース分利用不可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

◇…  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コース分利用不可）

　　18:30 ～ 20:00 一部利用可（毎週火曜日スポ少実施中は2コース分利用不可）

　　20:00 ～ 20:45 全面利用可

　　　　　　　11月 1日から 12月末まで本復旧工事を行います。この期間は、プールのご利用はできません。

仙南総合プール日程表（平成23年 10月分）
31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　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

 保育所
�入所資格／保育所は、家庭内での保育が困難な場合に、保護者に代わって保育する
　施設です。満6カ月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、保護者共に
　町内に住所を有し、保護者が次の①～⑥のいずれかに該当し、家族の方も保育でき
　ない場合に限ります。
①居宅外で労働することを常態としていること。
②居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
③妊娠中であるかまたは出産後間がないこと。
④疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
⑤長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障害を有する同居の
　親族を常時介護していること。
⑥災害の復旧にあたっていること。
�施設名など／

　

 児童館（幼児保育型）
�入館資格／平成18年 4月 2日から平成20年 4月 1日までに生まれたお子さんで、
　保護者共に町内に住所を有していること。
�施設名など／

　
※幼児保育型児童館は、平成25年度末（平成26年 3月 31日）で廃止となりますので、平成25
　年度に 4歳児の募集を行わないことをお知らせいたします。

 申込期間と方法
�申込期間／11月 1日（火）～ 15日（火）8：30～ 17：00
　　　　　　（保育所は日曜日、休日を除く。児童館は土・日曜日、休日を除く )
�申込方法／申込書に必要事項を記入し、希望する保育所・児童館に直接お申し込みく
　ださい。申込書は10月 3日（月）から、保育所・児童館・子ども家庭課で配布します。
※保育所の空き待ち入所申し込み中の方も、平成24年度の申し込みが必要です。

■問  上記施設に直接または子ども家庭課　� 55-2115

　柴田町では初めて「柴田町子どもフェ

スティバル」を開催します。町内 6地区

の子ども会が設けた遊びのブースで楽し

く遊ぶと、プレゼントがもらえます。大

人の参加もできます。ぜひ、ご家族で遊

びに来てください。参加は無料です。

　詳細は、後日回覧するチラシ、町ホー

ムページをご覧ください。

�日時／11月13日（日）13：00～16：00
�場所／農村環境改善センター

■問  生涯学習課　� 55-2135

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆ
　るりん　� 080-4178-9374

�日時／10月8日（土）10：00～14：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学 1年生～ 6年生の児童
�募集人数／ 30人
�参加費／ 300円
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具

＜特別企画＞ゆるりん

『親子ふれあいひろば』

ゆるりん学童クラブ
おもしろ科学教室とお昼は太巻をつくろう！

　親子でリズム遊び（リトミック）や
手作りおやつでお茶飲みしましょう。
�日時／10月13日（木）10：00～11：45
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴田店隣）
�対象／0歳児～未就園児を持つ親子
�募集人数／親子 20組（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／おてふき、飲み物など

　自由にふらっと気軽に遊びにくる
“屋根のある公園”です。気軽にお出
掛けください。（予約不要）
�日時／ 10月 4日、18日、25日の
　火曜日 10：00～ 11：45
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴田店隣）
�対象／0歳児～未就園児を持つ親子
�参加費／無料
�持ち物／おてふき、飲み物など

子育てひろば“ゆるりん”

平成 24年度 保育所・児童館の入所（館）児募集

電話番号所在地施設名
55-1253船岡新栄 2丁目 18-1船岡保育所

56-1332槻木下町 2丁目 6-31槻木保育所

57-1387西船迫 2丁目 5-29西船迫保育所

電話番号所在地施設名
56-3389入間田字外谷地 73柴田児童館

55-1470中名生字西宮前 56三名生児童館

52-3703船岡字清住町 10-2西住児童館
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　お子さんから大人まで楽しめる、「口や歯の健康づくり」に関するさまざまなコー

ナーを開いてお待ちしています。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

�日時／ 11月 12日（土）12：45～ 16：00　　�場所／保健センター
�内容／フッ素塗布、歯科相談、歯こうの細菌が見られる顕微鏡コーナー、石こう人
　形への色付けコーナー、歯の川柳展示、スタンプラリー（先着順で景品あり）、即売、

　骨量測定など

�内容／歯科医が歯にフッ素を塗布します。事前にご応募ください。
�塗布実施時間／13：30～ 15：30　　�対象／0歳～小学 6年生までのお子さん
�応募方法／電話でご応募ください　　�募集人数／400人（先着順）
�募集期間／10月 3日（月）～ 20日（木）　　�受付時間／8：30～ 17：15

　会場内に展示する「歯の川柳」を募集します。日ごろ「歯」や「口」について感じ

ていることを「川柳」にしてみませんか。優秀賞に選ばれた方は表彰します。

�募集内容／歯や口に関する川柳
�応募方法／ＦＡＸ、はがきなどに住所、氏名、年齢、電話番号、川柳をご記入の上、
　「健康推進課 歯の川柳係」までご応募ください。直接お持ちいただいても結構です。

�応募期限／10月 17日（月）

�受付時間／13：30～ 15：15　　�内容／超音波検査による骨量測定（裸足で測定）
�対象／20歳以上の方　　�募集人数／70人（先着順）　　�自己負担料／無料

�主催／柴田郡歯科医師会、仙南地域医療対策委員会
�後援／柴田町、大河原町、村田町、川崎町、宮城県歯科医師会

■申 ■問  健康推進課  � 55-2160  � 55-4172  〒 989-1692船岡中央2丁目3-45

�内容／○ふるさとの食卓（おいしいごはんと地元料理、もち料理）
　　　　○餅つき体験（きねと臼を使い自分でついたモチをその場で試食）

　　　　○ふるさとの食卓昼食券（前売り）で町の農商工の特産物を景品にした抽選会

　　　　　（デジカメ5万円相当、コメ1俵など漏れなく当たります）

　　　　○おそとであそぼう！（竹馬など、昔の遊び）

　　　　○新米、朝採り野菜、加工品や花などの地場産品の即売

　　　　○わら細工の実演

■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（農政課内）　� 55-2122

■ふるさとの食卓昼食券の販売について
�料金／前売り：一般 1,000 円（当日：一般 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、事前に前売り券をお求めください。

�発売日／ 10月 3日（月）から
�前売り券販売所／柴田町太陽の村、農政課（役場 2階）
　　　　　　　　　ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部（槻木上町）

フッ素塗布者募集

歯の川柳募集

骨量測定を実施します　～事前申込は不要です～
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　議会では、議会の活動を町民の皆さんに報告するとともに、議会や町政に対する意

見・要望などを直接お聞きするために、下記の日程で「議会懇談会」を開催します。

当日は、次の内容で行います。多数のご参加をお待ちしています。

　（1）平成 22年議会懇談会での要望事項等の報告

　（2）平成 22年度議会活動報告

　（3）懇談 1　テーマ「大震災に学ぶ災害時の心がまえ」

　（4）懇談 2　町政・議会全般について

�開催日／ 10月 29日（土）
�開催時間・会場など／

※指定された会場以外でも参加できます。

 臨時託児所開設のお知らせ
　各懇談会の会場に無料臨時託児所を開設します。利用を希望される方は 10月 26
日（水）まで、議会事務局へお申し込みください。

■申 ■問  議会事務局　� 55-2136

　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／町内
�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／ 10月 14日（金）

■申 ■問  上下水道課　� 55-2119

�日時／10月15日（土）9：00～16：00
　　　　10月16日（日）9：00～16：00
�場所／槻木生涯学習センター
○芸能発表
第�部（15日）：オープニングセレモ
ニー、第�部（16日）：ステージ発表（舞
踊、ダンス、コーラス、オカリナなど）

○展示 （15 日・16日）
　陶芸、盆栽、山野草などの展示
○バザー（15日）
　槻木婦人会によるバザー
○即売（15日・16日）
　産直会などによる野菜などの即売

■問  槻木生涯学習センター  � 56-1997

　里山ハイキングコースガイドブックを
片手に、晩秋の野山を歩いてみませんか。

�募集人数／ 30人　
�持ち物／飲み物、昼食
�申込期限／ 11月 5日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　紅葉を楽しみながら歩きませんか。詳

しくは、お問い合わせください。

�開催日／ 10月 10日（月）※雨天中止
※しばたの郷土館駐車場 (6：30) 集合

�内容／中央蔵王縦走

　清水（坊平）～中丸山コース

　～熊野岳～刈田岳～大黒天

�対象／70歳以下で6時間程度歩ける方

�参加費／ 2,500 円（保険料込）

�申込期限／ 10月 5日（水）

■申 ■問  桜山遊会（星）　

　ご家庭で孫の面倒を見ているおじい

ちゃん・おばあちゃん。楽しい遊びなど

を通して孫とのふれあいを深めましょう。

�日時／10月28日（金）10：00～12：00
�場所／農村環境改善センター
�対象／未就学児とその祖父母
�募集人数／ 10組（先着順）
�参加費／ 無料
�持ち物／汗拭きタオル、飲物
�申込期限／ 10月 25日（火）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

晩秋の野山を歩こう
参加無料

水道メーター検針員募集

　　町民ふれあい登山

中央蔵王縦走参加者募集
孫と遊ぼうふれあい教室

第 1回　11月 11日（金）
�愛宕山コース（所要時間 約 3時間）
　集合場所／農村環境改善センター
　集合／ 8：45　　出発／ 9：00

第 2回　11月 25日（金）
�深山コース（所要時間 約 3時間）
　集合場所／富上農村公園
　集合／ 8：45　　出発／ 9：00

担　当　議　員対象行政区会　　場開催時間

・佐々木裕子　・佐々木　守
・水戸　義裕　・大坂　三男
・大沼　惇義　・我妻　弘国

1.2.3.4.5.6A.
6B.7A.7B.8.
9A.9B

保健センター
（4階）

14：00～ 16：00
・平間奈緒美　・佐久間光洋
・安部　俊三　・加藤　克明
・白内恵美子

13.14.15.16.
17A.17B.18A.
18B.19.20

槻木生涯学習
センター

・高橋たい子　・広沢　　真
・有賀　光子　・森　　淑子
・舟山　　彰　・星　　吉郎

10.28.29A.
29B.29C.29D

船迫生涯学習
センター

・佐々木裕子　・佐々木　守
・水戸　義裕　・大坂　三男
・大沼　惇義　・我妻　弘国

21.22.23.24.
25.26.27

農村環境改善
センター

19：00～ 21：00
・平間奈緒美　・佐久間光洋
・安部　俊三　・加藤　克明
・白内恵美子

30西住公民館

・高橋たい子　・広沢　　真
・有賀　光子　・森　　淑子
・舟山　　彰　・星　　吉郎

11A.11B.11C.
11D.12A.12B

船岡生涯学習
センター
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　花と緑の愛好家の皆さんのご厚意により、特色ある庭園をご覧いただけます。秋の

草花が楽しめるお庭や彼岸花の里山に訪れ、秋の花を鑑賞してみませんか。
※「オープンガーデン」とは、個人の庭を一時的に一般開放するものです。マナーを守って鑑賞
　しましょう。

 来場にあたってのお願い
　・お子様連れの方は、バラなどのトゲのある植物に注意しましょう。

　・花壇内に入ったり、石のオブジェなどに登らないようにしましょう。

　・ペットを連れての入場はできません。

　・上記のほか、各庭主さんの言うことを守りましょう。

○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

をゆったりと楽しんでみませんか。時間

内は出入り自由です。

�日時／ 10月 6日、13日、27日の木
　曜日 15：30～ 17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
�日時／10月13日（木）13：30～15：30
�参加費／ 100円

○子どもゆめ基金助成金助成活動
　「絵本いっぱい」～梅田俊作作品のまき～
　絵本の好きな大人と子ども、みんな

寄っておいで！ 

�日時／10月20日（木）15：30～17：00
�参加費／無料

○児童文化を学ぼう会
　～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・
　折り紙などを学び合い、子どもたちに
　届けよう～
�日時／10月26日（水）19：00～20：30
※毎月第 4水曜日開催

�参加費／ 300円

�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）

　交流人口（観光客をはじめとする柴田町への来訪者）の増加促進を目的に、皆さん

に愛される柴田町のイメージキャラクター（ゆるキャラ）のデザインを募集します。

　採用されたキャラクターデザインは、柴田町内で開催するイベントや物産展、観光

キャンペーンなどで盛り上げ役として、また、町ホームページや観光パンフレットへ

の掲載、ゆるキャラとして着ぐるみなどに使用させていただきます。

�作品内容／
（1）「花のまち柴田」をイメージするもの。

（2）柴田町の歴史・文化・自然などをモチーフとした親しみやすいデザインであ

　　ること。

（3）ぬいぐるみや着ぐるみなどにも活用できるもの。

（4）柴田町の魅力を町内外にアピールでき、観光客の誘致促進、地域経済の活性

　　化などにつながるもの。

�応募資格／どなたでも応募できます。
�募集期間／9月 15日（木）～ 11月 15日（火）
　　　　　　　※郵送の場合は、11月 15日（木）の消印有効

�応募方法／持参または郵送とします（Ｅメール、ファックスは不可）。
　　　　　　　※応募費用（郵送料など）は、すべて応募者本人の負担となります。

�賞／最優秀作品（1点）　賞金 5万円
　　※ただし、受賞者が高校生以下の場合は、相当額の図書カードとします。

�そのほか／詳細については募集要領をご覧ください。募集要領は、まちづくり政策
　課、まちづくり推進センター、槻木事務所、生涯学習施設に備え付けています。ま

　た、町ホームページでもご覧いただけます。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111　〒989-1692 柴田町船岡中央2丁目3-45

　10年間休止していたイベントが、今

年復活します。周辺住民と一緒に音楽を

楽しみ、活気ある元気な街にするため開

催します。ぜひご来場ください。

�日時／10月16日（日）10：00～15：30
　※小雨決行

�場所／角田市台山公園　野外ステージ
�内容／角田バンドクラブ、柴田バンド
　クラブ、音楽の郷山元および角田バン

　ドクラブOBによる演奏とよさこい演

　舞のほか、フリーマーケットや屋台な

　どが出店。

�入場料／無料
※山元町復興資金の募金として、震災復興チ
　ャリティー券（100円）にご協力ください。

■問  角田バンドクラブ（佐々木）
　

柴田町「花のまちイメージキャラクター」を募集
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　国民年金には、保険料を納めることが困難な場合に、申請手続きにより、保険料の

納付が免除される制度があります。特に退職（失業）により納付が困難な場合には、

特例免除が申請できます。

■免除に該当するには
　本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下である必要がありますが、退職（失業）

による特例を利用する場合には、離職した方の前年所得は除外されますので、免除に

該当しやすくなります。

■特例免除は
　申請する年度または前年度に退職（失業）した方が対象となります。手続きは、年

金手帳、認印（本人が署名する場合は不要）、雇用保険受給資格者証または離職票を準

備し、市町村の国民年金窓口で行ってください。

　再就職までの間と思って未納にしておくと、まさかの事故や病気のとき、障害年金

や遺族年金の保障が受けられなくなる可能性があります。毎月の保険料の納付が難し

いときは、まずは申請をするようにしましよう。

■問  大河原事務所　� 51-3113、健康推進課　� 55-2114

　ポリオの予防接種を行います。指定日
が都合の悪い場合は、下記のいずれかの
日に接種してください。（予約不要）
�対象／ 3か月児～ 7歳 5か月児
※標準的な接種年齢は3か月～1歳 6か月で
　すが、5か月までのお子さんはＢＣＧ予防
　接種を優先してください。

�受付時間／ 12：45～ 13：15
�場所／保健センター 1階
 予防接種を受けることができない場合
①発熱があるまたは病気にかかっている
②下痢をしている
③けいれんを起こして3か月以上たって
　いない
④ＢＣＧ・麻しん風しんなど生ワクチン
　接種後 4週間、三種混合など不活化ワ
　クチン接種後1週間以上たっていない
⑤医師の診断により、予防接種を行うこ
　とが適当と認められなかった場合（服
　薬中、病気が治ったばかりなど）

■問  健康推進課　� 55-2160

　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。
�日時／10月21日（金）9：30～11：40
�受付時間／ 9：00～ 9：20
�場所／保健センター
�内容／沐浴体験をしよう！妊娠・出産
　について語ろう！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
　など
�対象／妊婦および家族の方
�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

対　　象接種日

平成22年7月～
　9月生まれのお子さん

10月12日
（水）

平成22年10月～
　12月生まれのお子さん

10月13日
（木）

平成23年1月～
　3月生まれのお子さん

10月17日
（月）

平成23年4月～
　6月生まれのお子さん

10月26日
（水）

7歳6か月未満で未接種
のお子さん

10月27日
（木）

免除期間について
○病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったとき
　の遺族年金など、万一の年金請求の際、免除期間については、未納期間と異な
　り支給対象の期間とされます。
○免除期間の保険料は、納付月から10年間であれば、再就職後などに納めるこ
　とができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以
　降に納付するときは経過期間に応じて、当時の金額に加算額が上乗せされます。

�日時／11月1日（火）10：00～11：30
�場所／子育て支援センター
�内容／「ペアレントトレーニング入門」
　　　　～ほめる子育てを学ぼう～

�講師／松田るり氏（臨床心理士）
�対象／3歳以上のお子さんがいる方
�募集人数／ 20人（託児あり）
�申込期限／ 10月 21日（金）
※講座後、個別相談も受け付けております。
※託児を申し込まれた方は、午前9時40分
　までお越しください。

�日時／10月25日（火）9：45～11：00
�場所／船岡保育所
�対象／ 1歳～就学前のお子さんと保護者
�募集人数／ 20組
�持ち物／各自必要なもの
�申込期限／ 10月 20日（木）

　子どもの発達は 3歳までが著しく、
この期間にたくさんのことを経験させ
ることが望ましいと言われています。
3歳になる前のこの大切な時期に、楽
しいイベントに参加して、親子のきず
なを深め子育てのヒントをつかみませ
んか。

　
�対象／平成21年4月～平成22年3
　月生まれのお子さんと保護者
�募集人数／ 20組程度
�参加費／無料
�申込期限／ 10月 28日（金）

■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　� 54-4040

るんるん子育て講座

一緒に遊ぼう
～船岡保育所のお友達と遊びましょう～

参加親子追加募集

3歳児ワールド2011

第 2回　「親子ふれあい体操教室」
�日時／11月5日（土）10：00～11：30
�場所／船岡生涯学習センター

第 3回　「音楽と劇 ｢みんなおいで！ ｣
�日時／12月17日（土）10：00～11：30
�場所／船岡生涯学習センター
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�日時／10月20日（木）13：00～15：30
�場所／グリーンピア岩沼体育館
�内容／○講演会「心のリフレッシュで
　いつも元気」講師：高崎義輝氏（仙台

　大学講師）　○実技「ニュースポーツに

　挑戦」　○亘理町運動支援サポーター

　など有志による発表など

�入場料／無料　　�持ち物／上履き
�主催／生きがい健康づくり仙南地区亘
　理大会実行委員会

■問  実行委員会（一宮） 

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

　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）
�日時／10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

　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）
�日時／10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・クラミジアの相談
抗体検査を行っています

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　疾病対策班　� 53-3121

　歯や歯茎の病気予防、早期発見のため

成人歯科健康診査を実施しています。対

象の方には個別に通知（受診券）を送付

しています。受診券がないと受診できま

せんので、ご注意ください。

�健診期間／ 10月 31日（月）まで
�健診方法／個別歯科健康診査（町内の歯
　科医院に予約の上、受診してください）

�健診内容／歯周病・むし歯の有無、入
　れ歯の適合具合の確認など

�対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方
※年齢は、平成 24年 3月 31日現在です。

�自己負担料／ 1,000 円

■問  健康推進課　� 55-2160

�日時／10月15日（土）13：00～16：00
�場所／名取駅コミュニティプラザ
�対象／オストメイト（人工肛門・膀胱
　保有者）および家族の方

�内容／術後のケア、ストマ用装具、社
　会生活、福祉制度などに関する相談

�講師／村田博子氏（東北厚生年金病院
　看護師）

■問  （社）日本オストミー協会宮城県支部
　� 0228-32-4234

　献血は身近にできるボランティアです。

皆さんのご協力をお願いします。

�日時／ 10月 14日（金）
　9：30～ 13：00、14：00～ 16：00

�場所／柴田町商工会
�実施内容／ 400ml、200ml 献血
※本人確認のため、身分証明書の提示をお願
　いすることがあります。

■問  健康推進課　� 55-2160

　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

いいのかな」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。

�開催日／ 10月 25日（火）
�相談時間／一人あたり 45分程度
　① 9：30～　② 10：30～　

　③ 13：00～　④ 14：00～

　⑤ 15：00～

　　お申し込みの際、希望の時間をお伝

　えださい。混んでいる場合は希望に添

　えないこともあります。

�場所／保健センター 1階
�対象／平成 23年度特定健康診査を受
　けた 40歳～ 64歳の方（社会保険被

　扶養の方も含む）

�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）

�申込期限／ 10月 14日（金）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　 ギ ャ ラ リ ー 展 示　

○佐藤せつ和紙ちぎり絵愛好会作品展
　独特の質感や毛羽立ちを活かした素晴らしい作品ばかりです。この機会に、
ぜひ「和紙ちぎり絵」の世界にお越しください。
�期間／ 10月 4日（火）～ 16日（日）

○書写教室作品展
　自分の好きな一字書と、身近な素材を使ってペン字・筆ペン・毛筆・硬筆の
作品を仕上げました。ぜひご覧ください。
�期間／ 10月 18日（火）～ 30日（日）

　サロン口笛コンサートのご案内　

　透き通るような音色に癒されてみませんか？知っている曲ならリクエストも受
け付けます。参加は無料です。
�日時／ 10月 9日（日）13：30～ 14：00

■問  柴田町まちづくり推進センター（イオンタウン柴田ショッピングセンター内 )
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
　まちづくり政策課　� 54-2111

�開館時間／10：00～ 18：00　　
�10月の休館日／3日（月）、11日（火）、17日（月）、24日（月）、
　　　　　　　　　　31日（月）

開館時間・休館日
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�日時／10月15日（土）13：30～15：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／小学生以上の親子　
�参加費／無料
�募集人数／ 8組（先着順）
�申込期限／ 10月 12日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�日時／10月15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／400円　
�対象／小学4年生以上
�協力／柴田町トンボ玉愛好会

�開催日／10月22日（土）、23日（日）　　�場所／槻木生涯学習センター　※入場無料
�講演会／22日（土）10：00～ 
　演題「なまって笑ってコミュニケーション」　講師：川野目亭南天氏
　　◎入場整理券を槻木生涯学習センターで配布します。（なくなり次第終了）
　　　配布日程 10月 4日（火）から　9：00～ 17：00（日曜・祝日・休館日を除く）
�展示の部／22日（土）9：00～ 16：00、23日（日）9：00～ 15：30
　作品展示：盆栽、野草、菊花、書道、油絵、水墨画、水彩画、拓本、写真、陶芸
�芸能の部／23日（日）9：20～　ステージ発表：和太鼓、詩吟、民謡、舞踊、レクダ
　ンス、歌謡、オカリナ、尺八、神楽、フラダンス、謡曲

■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習センター内）　� 56-1997

　船迫生涯学習センター「誰でもふける口笛教室」教室生の楽しい口笛発表会です。

�日時／ 10月 15日（土）10：00～　　�場所／船迫生涯学習センター　※入場無料
�内容／教室生による課題曲自由曲の演奏
�特別ゲスト／磯木恒憲氏（講師）、高木満理子氏 (2010年世界口笛コンクール3位入賞）

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　犬は狂犬病予防法に基づき狂犬病予防注射

（年 1回）をすることになっています。予防

注射は、町で実施する集合注射の会場または

動物病院で受けてください。なお、集団注射

は、どこの会場で受けても構いません。

�料金／

　�登録済みの場合 3,020 円

　　（注射料金 2,470 円、注射済票交付手数

　　料 550円）

　�新規登録の場合 6,020 円

　　（登録手数料 3,000 円、注射料金 2,470

　　円、注射済票交付手数料 550円）

 集団注射の時に新規登録をお考えの方へ

　申請書は、町民環境課に用意しています。

会場での記入も可能ですが、集団注射をス

ムーズに行うため、事前に記入していただく

ようお願いします。

　犬が死亡した場合は、町民環境課または槻

木事務所に死亡届を出してください。（登録

鑑札と注射済票が必要です。集団注射会場で

も受け付けます。）

■問  町民環境課　� 55-2113

集合注射会場実施時間実施月日

海老穴集会所  9：00～   9：20

10 月 6日（木）

成田集会所  9：30～ 10：00

葉坂構造改善センター10：10～ 10：40

入間田中央集会所10：50～ 11：20

槻木生涯学習センター第 2駐車場13：00～ 14：30

松ケ越町営墓地  9：00～   9：50

10 月 7日（金）

葛岡集会所10：10～ 10：40

18 Ａ区集会所11：00～ 11：30

18 Ｂ区集会所13：00～ 13：20

富上農村公園13：40～ 14：30

下名生剣水集会所  9：00～   9：50

10 月 11日（火）
下名生集会所10：10～ 10：40

中名生集会所11：00～ 11：30

西船迫 5号公園13：00～ 14：30

土手内集会所  9：00～   9：30

10 月 12日（水）
船迫児童館  9：50～ 10：20

北船岡集会所10：40～ 11：20

船迫生涯学習センター13：00～ 14：30

西住公民館  9：00～   9：40

10 月 13日（木）

新田集会所10：00～ 10：30

新大原集会所10：50～ 11：20

船迫集会所13：00～ 13：20

船迫公民館13：40～ 14：10

並松集会所  9：20～   9：40

10 月 14日（金）

6区集会所10：00～ 10：40

中曽根集会所11：00～ 11：30

船岡公民館西側13：00～ 13：30

柴田町役場13：50～ 14：30

　　～親と子の自然体験塾Ⅰ～

親子で「竹うま」や「竹トンボ」を
作ってあそぼう！

10月のトンボ玉体験会
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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）。

槻木体育館
10月 2 日（日） 9:00～16:00

10月16 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

10月 9 日（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
   体育館・野外運動場調整会議 
日時／10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／10月20日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

11
月
分

 お知らせ  　船岡体育館の利用は、改修が
必要なことから10月２日より当分の間「使
用休止」となります。

■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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
10月 4 日（火）関根　朝成

生　　活
10月11日（火）佐藤由美子

10月18日（火）近江　宣男

10月25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（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
※ 10月 5日（水）は第二会議室（庁舎2階）

相　談　日担当相談委員相談区分
10月 5 日（水）渡邊みち子

人　　権 10月12日（水）桂川　クメ

10月26日（水）大友　勝彦

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）日下　信子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

　総務省では、行政相談制度の利用をより一層促進するため、この一週間を「行政相

談週間」と定め、全国一斉に各種の行事を実施します。

　行政相談は、国の仕事やサービス、各種制度の手続きなどに関し、困っていること

や要望したいことについて相談に応じ、その解決の促進を図るものです。

　行政相談委員は、身近な相談相手として、自宅で相談をお聞きするほか、今月は、

行政相談週間事業として総合相談を開きますので、お気軽にご相談ください。

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／10月20日（木）13：00～16：00

�場所／役場 町民相談室（1階）

�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
※事前予約制となります。開催日の前日まで
　電話で受け付けています。
※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。

宮城県行政書士会

　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■予 ■問  福島行政事務所
　� 0224-63-5779

�日時／ 10月 8日～ 1月 14日の毎週土曜日12：30～ 17：00（11月 12日、12月

　24日、年末年始を除く）

�場所／東北大学川内南キャンパス　�受付時間／平日10：30～14：30（祝日を除く）

�内容／

　①電話受付：事前に電話にて相談内容を受け付け、当日まで学生が検討を重ねます。

　②回答：当日、お客さまに来所いただき、再度お話を伺った後、担当学生が法的判

　　断を行ないます。
※希望により、本学教授・准教授・弁護士からの補足説明を受けることも可能です。

�相談内容／離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借など、民事法一般。ただし、刑事

　事件・弁護士依頼済みのもの・訴訟（調停）係属中のものを除く。

■問  東北大学無料法律相談所　� 022-795-6243

�日時／ 10月 15日（土）10：00～ 15：00　　�場所／蔵王町ございんホール

�内容／離婚、遺産分割、親権者の指定または変更、家庭問題、金銭、土地・建物、

　クレジット・サラ金、交通事故、近隣関係などの問題 ※予約不要。秘密は厳守されます。

■問  大河原調停協会事務局（仙台地方裁判所大河原支部内）　� 52-2101

　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。安心してご相談く

ださい。相談は無料です。（要予約）

�日時／10月8日（土）10：00～15：00

�場所／角田駅コミュニティプラザ（角

　田駅 2階）

�内容／相続、遺言、成年後見制度、契

　約など民事上の権利義務、そのほか家

　庭内の諸問題に関すること。また、震

　災関連の相談も受け付けますので、予

　約時にお申し出ください。

■予 ■問  宮城県行政書士会仙南支部
　� 0224-59-3277

行政相談週間に伴う総合相談

行政・人権・生活・消費生活相談
※毎月第4水曜日に開催の行政相談を変更して開催

10:00 ～ 15:00

場　　所相　談　日
しばたの郷土館（2階会議室）10月19日（水）

槻木生涯学習センター（1階ホール）10月21日（金）
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　「ありがとう！一歩・また、一歩・・」

をテーマに、震災復興支援の一助として、

楽しい音楽祭を開催します。ご家族皆さ

んでお越しください。

�日時／10月15日（土）13：30～15：30
�場所／北船岡集会所（北船岡 2丁目 9-1）
�出演者／
　和太鼓演奏：一会宝太鼓

　ハーモニカ演奏：モニカ

　歌のステージ（手話ソング）：

　　　　　　　水戸真奈美（柴田町出身）

�入場料／ 300円（震災義援金とします）

■問  とっておきの広場（岡崎）
　

　皆さまのご来場をお待ちしています。

�日時／10月15日（土）10：00～14：00
※雨天決行

�場所／旭園（太陽の村昇り口）

�内容／利用者の発表、アトラクション、

　展示・体験コーナー、屋台各種（ふき

　よせご飯、とん汁、焼き鳥、じゃがバ

　ター、たこ焼き、ビール・ジュースほ

　か）、旭園でとれた作物や葉牡丹、紙製

　品、縫製品の販売など
※ボランティアスタッフも募集中です。

■問  旭園　� 56-4160

○個別労使紛争のあっせんを行います

　解雇、雇い止め、パワハラなど、労働

関係をめぐる労働者と事業主（使用者）

との間の紛争について、公益・労働者・

使用者の立場を代表する労働委員の中か

ら選ばれる 3人のあっせん員が、当事者

間の話し合いを取り持つなど、紛争の解

決を支援します。費用は無料ですので、

お気軽にご相談ください。

■問  宮城県労働委員会事務局審査調整課
　� 022-211-3787

　http://www.pref.miyagi.jp/tiroui/

�日時／10月22日（土）9：30～14：00
�場所／宮城県大河原商業高等学校
�内容／吹奏楽部・ギター部などのステ
　ージ発表、模擬店や販売実習など

■問  宮城県大河原商業高等学校
　� 52-1064

�日時／10月16日（日）10：00～14：00
�場所／しばた協同クリニック敷地内
�内容／大バザー、健康チェック、大抽選会
�参加協力券／ 500円（抽選券付き）

○フリーマーケットの出店者募集中！
�募集区画／ 10区画　　
�出店料／ 1,000 円　
※お申し込みは、先着順となります。

◎詳細は、下記へお問い合わせください。

■申 ■問   みやぎ県南医療生協事務局（しば
　た協同クリニック内）　� 57-2328

　佐々義子氏（ＮＰＯくらしとバイオプ
ラザ 21主任研究員）を講師に迎え、サ
イエンスカフェを開きます。
�日時／10月6日（木）13：00～15：00
�場所／ぴいかぶうのへや「のばら」
　　　（庄子さん宅：船岡中央 2丁目）
�対象／成人の方　16人 　
�参加費／無料

■問  JST 理科大好きボランティア（田澤）
　� 55-5729（平日 10:00～ 16:00）

�日時／10月19日（水）18:30～20:00

�場所／槻木生涯学習センター

�演題／「沖縄を返せ！」～憲法 9条に

　かける熱い思い～

�講師／上原俊郎氏（大泉記念病院医師）

�参加費／無料

■問  柴田町 9条の会（二階堂）

　尺八を吹いてみませんか？今回、お申

込みをいただいた方に、練習用の尺八を

プレゼント。参加費は無料です。

�日時／ 10月 13日（木）、20日（木）、

　27日（木）18:30 ～ 20:30

�場所／船迫公民館

�講師／平賀颯幽氏（琴古流宗家竹友社師範）

�対象／初めての方、趣味にしたいとお

　考えの方

�募集人数／ 10人（先着順）

�持ち物／尺八　※お持ちでない方には貸し出します。

�申込期限／ 10月 11日（火）

■申 ■問  琴古流宗家竹友社（平賀）、
　琴古流尺八愛好会（大島）

�活動日／毎月第 1・第 3火曜日

�活動場所／槻木生涯学習センター

�会費／ 2,000 円（会場費、冷暖房費別）

■申 ■問  槻木気功愛好会（桜井）
　

　確定申告の計算、税金の滞納、融資希
望、新規開業したい、震災による被災に
ついてなど、税金や商売に関することな
らなんでもご相談ください。
�日時／10月13日（木）18：00～20：00
※毎月第 2・第 4木曜日　18：00～ 20：00

�場所／仙南民主商工会（西船迫）
※電話での相談も随時受け付けています。

■問  仙南民主商工会　� 55-3267

　人や物に頼らない、自己の健康法や家

庭にある物を使っての療法などを楽しく

体験してみませんか。

�日時／11月1日（火）13：30～15：00

　　　　11月15日（火）13：30～15：00

�場所／槻木生涯学習センター

�参加費／ 1,000 円（資料代含む）

■申 ■問  槻木気功愛好会（柏村）
　

尺八基礎講座

槻木気功愛好会

総身健康医学講座
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　測定場所および測定結果などは下記の通りです。詳しいデータ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（米）　� 55-2122

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：9月 20日（火）】　

測定値測定値測定値

0.13槻木生涯学習センター0.19船岡生涯学習センター0.14柴田町役場

0.13西住公民館0.16農村環境改善センター0.13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火曜日に測定。

単位：μSv/h
町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：9月 21日（水）】　

測定値測定値測定値

0.28西住小学校0.21船迫小学校0.17船岡小学校

0.20柴田小学校0.16槻木小学校0.23東船岡小学校

0.17槻木中学校0.22船迫中学校0.21船岡中学校

0.20たんぽぽ幼稚園0.28浄心幼稚園0.26第一幼稚園

※毎週 1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.12熊野幼稚園

単位：μSv/h
児童福祉施設の測定結果【測定日：9月 15日（木）】　

測定値測定値測定値

0.25西船迫保育所0.21槻木保育所0.27船岡保育所

0.23西住児童館0.31三名生児童館0.18柴田児童館

※毎週 1回測定。0.19むつみ学園0.26船迫児童館

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）
水道水の放射能測定結果【採取日：9月 20日（火）】　

原子力安全委員会が定めた飲
食物摂取制限に関する指標値

食品衛生法に基づく乳児の飲
用に関する暫定的な指標値放射性ヨウ素採 取 場 所

300100不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値放射性セシウム採 取 場 所

200不検出仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

※検査は放射性ヨウ素、放射性セシウムともに宮城県企業局

単位：μSv/h
公園の測定結果【測定日：9月 20日（火）】

測定値測定値測定値

0.27剣崎公園0.21白幡児童遊園0.38並松公園

※毎週 1回測定。0.13舘前緑地0.24下名生児童遊園

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

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）平成23年産米の放射能測定結果（本調査）【採取日：9月 12日（月）】

食品衛生法に基づく食品中の暫定的な規制値放射性セシウム採 取 場 所

500不検出上名生・槻木①・槻木②
四日市場・葉坂

※柴田町産における米の安全性が確認され、出荷や販売などの自粛は解除になりました。　※検査は宮城県農林水産部。
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※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の方のご来場はご遠慮ください。　

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

10/5（水）
13：30～ 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）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 5月生まれの方4か月児健康診査6（木）

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
佐藤（郁）先生

平成 22年 3月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

7（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付12（水）

  9：15～   9：45平成 22年 10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～ 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）

17（月）

12：45～ 13：15小屋先生平成 21年 6月生まれの方
2歳児歯科健康診査
※歯ブラシとタオル、フッ素塗布希望者は調
　査票もお持ちください。

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、
小田部（岳）先生

平成 20年 4月生まれの方3歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

12：45～ 13：15太田先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）20（木）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付26（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）28（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
11/2（水）

13：30～ 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）

12：45～ 13：15乾先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）8（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
 9（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 6月生まれの方4か月児健康診査

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
川口先生

平成 22年 4月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

11（金）

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日
さとう調剤薬局
　大河原　� 51-4431

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

安藤歯科医院
　大河原　� 53-2348

庄司クリニック
　大河原　� 51-3741

さくら内科消化器科
　大河原　� 53-5151

10/2
（日）

ペガサス薬局
　大河原　� 87-6097

つばさ薬局　船岡店
　船　岡　� 58-1065

飯淵歯科医院
　槻　木　� 56-1026

さくらの杜診療所
　大河原　� 51-4625

しばた協同クリニック
　船　岡　� 57-2310

9
（日）

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

村上薬局
　大河原　� 52-4275

乾歯科医院
　槻　木　� 56-2766

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

日下内科医院
　大河原　� 52-1058

10
（月）

柴田薬局
　槻　木　� 56-3715

船岡調剤薬局
　船　岡　� 58-1189

いのうえ歯科医院
　大河原　� 53-8020

乾医院
　槻　木　� 56-1451

太田内科
　船　岡　� 55-1702

16
（日）

すずらん薬局
　船　岡　� 57-1322

ホシ薬局
　大河原　� 52-1127

内田歯科医院
　船　岡　� 57-1818

船岡今野病院
　船　岡　� 54-1034

安藤医院
　大河原　� 52-1123

23
（日）

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

調剤薬局船岡店
　船　岡　� 55-2776

えんどう歯科医院
　大河原　� 53-2555

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

佐藤内科クリニック
　船　岡　� 54-3755

30
（日）

川田薬局
　船　岡　� 59-2777

甲子調剤薬局
　大河原　� 51-5085

大友歯科医院
　船　岡　� 57-2120

宮上クリニック
　船　岡　� 55-4103

平井内科
　大河原　� 52-2777

11/3
（木）

かみまち薬局
　槻　木　� 58-7380

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

大沼歯科医院
　村　田　� 83-4395

大沼胃腸科外科婦人科
　槻　木　� 56-1441

さくら小児科
　大河原　� 51-5355

6
（日）

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

やすらぎ調剤薬局
　村　田　� 83-6890

小田部歯科医院
　大河原　� 53-2134

善積医院
　村　田　� 83-2172

村田内科クリニック
　村　田　� 83-6061

13
（日）

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

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…
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
　毎日　午後 7時から午後 11時まで宮城県こども夜間安心コール
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