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　春の観光シーズンに向けて、住民の皆

さんとの協働活動として、船岡城址公園

にさまざまな花や木を植栽します。また、

観光スポットの整備や塗装作業をします。

どなたでも参加できますので、ぜひご協

力をお願いします。

�日時／ 11月 5日（土）9：30～ 11：30
※小雨決行

�集合場所／船岡城址公園（旧勤労青少
　年ホーム前）
※作業しやすい服装でお集まりください。

�持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ
�そのほか／団体で参加される場合、事
　前にまちづくり政策課までご連絡くだ

　さい。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　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などの報告

　（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

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

　震災により発生したごみで、仙南リサ

イクルセンターで処理できない、廃瓦や

ブロック類の自主持ち込みの追加受け付

けを行います。
※受け付けできるものは、地震によって破損
　したものだけです。

�受付日時／ 11月 7日（月）～ 9日（水）
　9：00～ 15：00

�受付場所／柴田町総合運動場駐車場
�受付品目／廃瓦とブロック類のみ

■問  町民環境課　� 55-2113

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の
追加受け付けを行います
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　震災住宅改修事業補助金の申請はお済みですか。平成23年10月31日で申請受付

を終了します。まだ申請されていない方は、至急手続きをお願いします。

　なお、添付書類（見積書・契約書・写真など）が未提出の方につきましても、お早

めに施工業者に作成していただきご持参願います。

�申請場所／役場大会議室（3階）

■申 ■問  商工観光課　� 55-2123

　10月以降の子ども手当を受け取るた

めには、全ての方の申請が必要です。

　子ども手当の手続きが必要と思われる

方には、10月下旬に通知する予定です

ので、忘れずに申請してください。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

�日時／10月29日（土）9：30～13：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／小学生以上の親子
�募集人数／ 8組（先着順）
�参加費／ 1組（2人分）500円
�申込期限／ 10月 26日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　歌や音楽に合わせ、お手玉を使って脳の活性化を促します。また、楽しく体を動か

し、心も身体もリフレッシュしてみませんか。どなたにもできる簡単な体操なので、

お気軽にご参加ください。なお、当日は軽装で参加ください。

�日時／ 11月 4日（金）13：30～ 15：00　　�場所／保健センター4階
�講師／金子美津枝氏（宮城県レクリエーション協会インストラクター）
�参加費／無料　　�持ち物／タオル、飲み物　　
�主催／柴田町各種婦人団体連絡協議会

■問  生涯学習課　� 55-2135

　親子で我が家オリジナルのクリスマス

リースを作って、飾ってみませんか。

�日時／ 12月 3日（土）9：30～ 12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／小学生の親子
�募集人数／ 5組（先着順）
�参加費／ 1組 1,000 円
�持ち物／エプロン、軍手など
�申込期限／ 11月 1日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�日時／ 1月 8日（日）10：00～
�場所／船岡小学校体育館
　町内にお住まいの新成人の皆さまへの

式典案内状は、郵送でお届けします。な

お、町内に住所のない方で、柴田町の成

人式に出席を希望される方は、11月 18
日（金）までにご連絡ください。

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

　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／汗ふきタオル、飲み物
�申込期限／ 10月 25日（火）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

平成 23年 10月以降の

子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももももももももももももも手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当子ども手当について

　親と子の自然体験塾Ⅱ
「火おこし器」で火をおこして飯ごうご飯を食べよう！

　　 今年は手作りクリスマス！

クリスマスリース作り教室

孫と遊ぼうふれあい教室

震災住宅改修事業補助金申請の終了について
～10月 31日（月）で申請受付を終了します～

　地元のゆずを使って、皮や実は料理や

お菓子に、種は化粧水を作ります。

�日時／11月30日（水）9：30～12：00

�場所／槻木生涯学習センター

�募集人数／ 20人（先着順）

�材料費／ 500円

�持ち物／エプロン、三角巾

�申込期限／ 11 月 26日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

地産地消の　
料理体験教室

　広報しばた 10月号

（13ページ）のまちかど

ＮＥＷＳ「第 6回演芸会」

の記事に誤りがありまし

た。お詫びして訂正いた

します。

　誤）町民の 2人に 1人

　　  の割合になります。

　正）町民の5人に 1人

　　  の割合になります。

　　　　　   ��

　　　　　   ��

　秋の庭園を眺めながら、如心庵・広間・立礼の

各茶席で、心安らぐひとときをお過ごしください。

�日時／10月30日（日）9:00～15:00

�如心庵／樋口宗正社中（裏千家）濃茶席

�立礼／高橋宗会社中（裏千家）薄茶席

�広間／伏見晋冲社中（玉川遠州流）玉露席

�茶券／前売券1,500円（3席）

　　　　前売券1,800円（2席、薄茶と玉露）
※当日券もあります

�主催／柴田町民茶会運営委員会

しばた茶会「秋」

お詫びと訂正
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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

 フッ素塗布者募集
�内容／歯科医が歯にフッ素を塗布します。事前にお電話で申し込みください。
�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　　�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

 骨量測定を実施します　～事前申込は不要です～
�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　　�測定人数／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　

　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）
�日時／11月17日（木）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 11月 4日（金）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　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
し へ き

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／11月11日（金）13：00～15：00
�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／11月4日（金）・18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

　母子父子家庭などの方々が、生活上抱
えている諸問題について、弁護士による
特別相談を無料で実施します。一人で悩
まずに、お気軽に相談ください。相談は
無料ですが、事前予約が必要です。
�日時／10月19日（水）、1月11日（水）
　　　　13：00～ 14：00
�場所／県仙南保健福祉事務所

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所 母子・障害
　班　� 53-3132

　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

　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、すでに個別に通知（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

　思春期や更年期による身体的・精神的

不調、家庭や職場でのストレスなどで悩

んでいる女性の方を対象に、女性医師が

無料で相談に応じます。（完全予約制）

�日時／11月19日（土）14：00～17：00
�場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。

�予約日時／月～金曜日9：00～17：00
※土・日曜日、祝日を除く

�予約専用電話／ 090-5840-1993
　宮城県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　� 022-211-2623

　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。

�日時／11月7日（月）10：00～11：30
�受付時間／ 10：00～ 10：15
�場所／保健センター 2階
�内容／離乳食講話および試食、家庭教
　育講話、個別相談（希望者）

�募集人数／生後 5～ 10か月の乳児と
　保護者 15組

�申込期限／ 10月 31日（月）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

にこにこマンマ離乳食
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　花と緑の愛好家のご厚意により、特色ある庭園をご覧いただけます。秋の草花が楽

しめるお庭に訪れ、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、庭主さんの言うことを守りま

　しょう。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�日時／10月29日（土）12：45～16：45
�内容／前しばたの郷土館館長の日下龍
　生さんの話を聞きながら、旧第一海軍

　火薬廠の門や平和の塔など、町内の戦

　跡をバスで回ります。

�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／無料

■申 ■問  しばたまち平和の祭典実行委員会
　（児玉）

　インターネットオークションで落札して、代金を振り込んだのに、いつまでたって

も商品が届かず、取引相手との連絡が取れないトラブルが多発しています。

 だまされないためのポイント
1. 不備のあるサイトとは取引しない。
　　ショップの住所、電話、担当者名が掲載されているかチェックしましょう。

2. 前払い以外の支払い方法があるか。
　　支払い方法がたくさんあるショップを選びましょう。

3. 返品に関する表示があるか確認する。
　　ネットショップには、返品に関する表示が義務付けられています。表示のないシ

　ョップとは取引しないようにしましょう。

4. ショップの評判を検索してみる。
　　ショップの名前を検索し、過去にトラブルのあったショップは避けるようにしま

　しょう。

■問  町民環境課消費生活相談　� 55-2113

若者たちは狙われている！　
～トラブルその2「オンラインショッピングのトラブル」～

　資金力が弱く、活動の運営が難しい団体が多いことから、ＮＰＯが今後も継続的に

活動していけるよう、団体独自で活動資金を生み出せる事業を創出していくために、

各地で展開されているコミュニティビジネスの手法を学びます。

�日時／ 11月 10日（木）14：00～ 16：00
�場所／大河原合同庁舎201会議室
�対象／コミュニティビジネスを始めようと考えているＮＰＯ・市民活動団体のメン
　バーの方など

�参加費／500円（資料代）
�講師／特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター
　　　　大滝　聡　氏（同センター理事）

　　　　斉藤　主税　氏（同センター事務局長・理事）

■問  みやぎＮＰＯプラザ（相原・佐藤）　� 022-256-0505
　Ｅメール：npo@miyagi-npo.gr.jp　　URL：http://www.miyagi-npo.gr.jp/

　震災の影響で工事が遅れていました、

「樅ノ木は残った展望デッキ」が完成し

ました。西に蔵王山麓を望み、東には白

石川の緩やかな流れと桜並木、一年を通

して自然を堪能できる新たな観光スポッ

トです。多くの皆さまの訪れをお待ちし

ております。

■問  都市建設課　� 55-2121

　柴田町育英会では、経済的な理由によ

り就学困難な学生や生徒のうち、向学心

に燃える優秀な方に対して、奨学金の貸

与を行っています。

　より多くの希望者に育英資金を貸与で

きるよう、事業目的に賛同し、一口

6,000 円以上を寄付してくださる会員

を募集しています。皆さまのご協力をお

願いします。
※家計の急変（収入減少）で奨学金を必要と
　する場合、高校生は「高等学校等育英奨学資
　金貸付」、大学生は「日本学生支援機構」に
　おいて対応しています。在学している学校
　の奨学金担当へご相談ください。

■問  教育総務課　� 55-2134

　　第 2回しばたまち平和の祭典プレ企画

柴田町戦跡めぐり

育英会会員募集
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　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において、全額が社会保険料控除の
対象となります（その年の1月 1日から 12月 31日までに納付した保険料が該当）。
　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務
付けられていますので、平成23年 1月 1日から 9月 30日までの間に国民年金保険
料を納付された方に対し、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が、10月下
旬から 11月上旬までに日本年金機構から送付されます。
　年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（または領収書）を添付してください。
なお、10月 1日から 12月 31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納付さ
れた方には、1月下旬に送付されます。
　ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除
の申告に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申
告してください。
※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表
　示されている年金事務所へお問い合わせください。

■問  大河原年金事務所　� 51-3113、健康推進課　� 55-2114

平成 23年 9月 30日付退職者
松崎みさ子（まちづくり政策課）

平成23年 10月 1日付異動者
【まちづくり政策課】課長補佐（情報政
策班長）佐藤芳（福祉課）

　「青少年のための柴田町民会議」では、

あいさつこそが子どもたちの健やかな心

を育て、人の絆を築いていく一番身近で

大切なことと考え「あいさつ運動」を実

施しています。皆さまのご参加をお待ち

しております。

�日時・場所／
　① 10月 17日（月）7：25～ 8：30
　　船迫中学校

　② 11月 7日（月）7：25～ 8：30
　　船迫小学校

■問  青少年のための柴田町民会議（子ども
　家庭課内）　� 55-2115

　臓器移植を中心に、移植医療の現状お

よびその可能性などについて、私たちが

相互に理解を深め、移植医療の充実につ

なげることを目的としてフォーラムを開

催します。参加は無料、事前申し込みも

不要です。

�日時／10月27日（木）13：30～15：30
�場所／県大河原合同庁舎 4階（大会議室）
�内容／●講演�「移植医療について」
　（仮題）　講師：川岸直樹氏（東北大　

学臓器移植医療部副部長）　●講演�「移

　植の現状について」　講師：（社）日本臓

　器移植ネットワーク臓器移植コーディ

　ネーター　●体験談（臓器移植を受け

　た 2人を予定）

�募集人数／ 200人

■問  県仙南保健所疾病対策班  � 53-3111

　太陽の村にある望遠鏡で、木星と秋の

星座を観望します。ぜひご家族でお越し

ください。

�日時／10月25日（火）19：00～20：00
�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止）
※足元が暗いので懐中電灯を持参してください。

■問  柴田町星を見る会（豊川） 

�日時／ 11月 5日（土）9：00～ 15：00
�場所／宮城刑務所（仙台市若林区古城）
�内容／矯正行政の広報、歴史的資料の
　展示、性格検査の体験、刑務所作業製

　品の展示・即売、ちびっこ刑務官写真

　撮影、地域住民参加による各種イベン

　トなど
※売り上げの一部は、犯罪被害者支援団体の
　活動に助成するほか、東日本大震災の義援
　金として日本赤十字社へ寄付されます。

■問  法務省仙台矯正管区作業課
　� 022-286-3715
　宮城刑務所　� 022-286-3111

　セルフネグレクトとは、一人暮らし高

齢者などで、必要な食事を取らない、不

衛生な環境を放っておくなど、高齢者自

身による健康や安全を損なう行為（自己

放任）です。柴田郡内の 4町合同で講演

会を行います。ぜひご参加ください。

�日時／11月8日（火）13：30～15：30
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／セルフネグレクトについての講
　話と寸劇　講師：内田幸雄氏（宮城福

　祉オンブズネット「エール」副理事長）

�対象／参加したい方ならどなたでも
�参加料／無料

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

　生徒の作品展示や各学部のステージ発

表など、楽しい催しがいっぱいです。

�日時／ 11月 5日（土）9：45～ 14：00
�場所／宮城県立角田支援学校
�内容／ステージ発表、作品展示、作業
　学習作品などの即売（タイルコースタ

　ー、ぼこぼこ座布団、チーズケーキな

　ど）、遊びのコーナー

■問  宮城県立角田支援学校   � 63-2555
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　事業場内の最も低い賃金を計画的に時間給800円以上に引き上げる中小企業事業
主がご利用いただけます。次の要件を満たす中小企業事業主に、業務改善に要した経
費の2分の 1（上限 100万円、下限 5万円）が助成されます。なお、詳細について
はお問い合わせください。
①事業場内で最も低い賃金を4年以内に計画的に時間給または時間換算額（以下「時
　間給等」という。）で800円以上に引き上げる賃金改善計画を策定する。
②1年あたり時間給等を40円以上となる引き上げを実施する。
③労働者の意見を聴取の上、賃金制度の整備、就業規則の作成・改正、労働能率の増
　進に資する設備・器具の導入、研修などの業務改善を実施する。

■申 ■問  宮城労働局労働基準部賃金室　� 022-299-8841

　平成24年度から、新たに固定資産税・

都市計画税の対象となる建物（平成 23

年 1月 2日以降に新築、または増築され

たもの）の調査を実施しています。調査

員が伺いますので、ご協力をお願いしま

す。また、ご希望の調査日がありました

ら、税務課までご連絡ください。

■問  税務課　� 55-2116

　口腔内の健康や歯科医療のより正しい

知識を町民に広げるここと、電話による

相談という気軽さを通じて、歯科医師と

町民のコミュニケーションを図るため、

相談の受け付けを行います。

�日時／11月8日（火）10：00～16：00
※ 3日以内に歯科医師が直接相談者に回答し
　ます。

■問  宮城県保険医協会  �022-265-1667

　★柴田町
○才安寺青年部さんが総務費寄付金

　3,600 円を寄付

　★福祉課
○渡辺利孝さん（埼玉県狭山市）が高齢

　者福祉資金を寄付

○メガネの相沢さんが老眼鏡を寄贈

　★まちづくり政策課
○大和ハウス工業㈱仙台支店さんがＬＥ

　Ｄ街路灯を寄贈

　★健康推進課
○セコム㈱東北本部さんがマスクを寄贈

　★船岡保育所
○読売センター船岡さんがＴシャツを寄

　贈

　★東船岡小学校
○㈱つばめエイジェンシーさんが扇風機

　を寄贈

　★槻木生涯学習センター
○渕脇勉さん、半沢慎也さんが図書を寄

　贈

　★船迫生涯学習センター
○㈱仙南自動車学院さんが卓球台を寄贈

○村上舗装興業さんが応接セットを寄贈

　★しばたの郷土館
○中村正彦さんが小室達氏の作品を寄贈

○古典入門さんが教育費資金 2,700 円

　を寄付

　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／11月2日（水）13：30～15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

�日時／10月23日（日）～11月6日（日）
　10：00～ 16：00　※入場無料

�場所／観光物産交流館さくらの里
�内容／トールペイント、パッチワーク
　の手作り作品の展示

■問  菊地　

　入場無料です。ぜひご参加ください。
�日時／10月22日（土）12：30～16：00
�場所／エル・パーク仙台ギャラリーホ
　ール（141ビル 6階） 
�内容／○基調講演「ＷＨＯたばこ規制
　枠組み条約（ＦＣＴＣ）について」○
　シンポジウム「世界の禁煙 日本の禁煙」
　○体験コーナー：肺年齢測定、肌年齢
　測定、呼気中ＣＯ濃度測定
�主催／特定非営利活動法人禁煙みやぎ

■問  金上病院内　� 0224-63-1032

　仙南唯一の少年硬式野球チーム「ホワ
イトベアーズ」では、リトルリーガーを
募集しています。小学校低学年の方、大
歓迎です。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
�練習日時／毎週土曜日・日曜日、祝日
　　　　　　9：00～
�練習場所／上の山球場（ダイシン船岡
　店そば）

■申 ■問  ホワイトベアーズ（山本） 　（財）自治総合センターから助成を受け

て、第 15区会が区会活動備品を購入し

ました。第 15区が対象となったこの助

成は、コミュニティ活動に活用されるも

ので、宝くじ受託事業収入が財源です。

今後、コミュニティづくりや世代間交流

など地域の活性化に活用していきます。

　

■問  財政課　� 55-2278

家屋調査（新築・増築）に
ご協力ください

リトルリーガー募集中
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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

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：10月 4日（火）】　

測定値測定値測定値

0.12槻木生涯学習センター0.19船岡生涯学習センター0.13柴田町役場

0.14西住公民館0.15農村環境改善センター0.10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：10月 5日（水）】　

測定値測定値測定値

0.23西住小学校0.21船迫小学校0.15船岡小学校

0.26柴田小学校0.20槻木小学校0.24東船岡小学校

0.19槻木中学校0.22船迫中学校0.21船岡中学校

0.18たんぽぽ幼稚園0.21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。0.11熊野幼稚園

単位：μSv/h
児童福祉施設の測定結果【測定日：10月 6日（木）】　

測定値測定値測定値

0.23西船迫保育所0.20槻木保育所0.26船岡保育所

0.23西住児童館0.20三名生児童館0.19柴田児童館

※毎週 1回測定。0.19むつみ学園0.22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：10月 4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：10月 3日（月）】

測定値測定値測定値

0.27剣崎公園0.21白幡児童遊園0.43並松公園

0.17船岡城址公園0.21舘前緑地0.26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、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
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主な行事日学　校

音楽発表会5船岡小学校
� 55-1064 振替休業日7

避難訓練11

持久走大会24～25

小中交流会30

歌のつどい4槻木小学校
� 56-1029 避難訓練7

音楽発表会
（児童公開）

9

音楽発表会
（保護者公開）

12

振替休業日14

3校ＰＴＡ交流会19

図書まつり24～25

文化芸術体験事業24

持久走大会11柴田小学校
� 56-1430 避難訓練15

3校ＰＴＡ交流会19

避難訓練8船迫小学校
� 55-5394 持久走大会10

持久走大会10西住小学校
� 53-3227 わくわくまつり22

教育面談24～30

神輿練り歩き4東船岡小学校
� 55-1811 東船岡秋祭り5

振替休業日7

避難訓練11

フリー参観・教育
面談

22～29

持久走大会25

小中交流会30

職場体験（1年）1～2船岡中学校
� 55-1162 三者面談7～15

学習相談日16～17

期末考査21～22

避難訓練21

小中交流会30

進路説明会（3年）9槻木中学校
� 56-1331 三者面談11～17

3 校ＰＴＡ交流会19

期末考査24～25

避難訓練28

三者面談10～18船迫中学校
� 54-1225 芸術鑑賞会18

期末考査30～12/1

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

平成 24年度 保育所・児童館の入所（館）児募集
 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
　ています。
※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

■申 ■問  柴田町子育て支援センター　� 54-4040

移動なかよし広場　～みんなでなかよく遊びましょう♪～
�日時／ 11月 8日（火）9：45～ 11：30　　�場所／西住公民館
�対象学区／西住小学校区　　�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの　※保健師の健康相談もあります。事前の申し込みは不要です。

　
　人形劇サークル「劇団21」の人形劇を見ます。
�日時／11月10日（木）10：00～11：00　　�場所／柴田町子育て支援センター
�内容／「やんすけとやんすけとやんすけと」ほか
�対象／1歳～就学前のお子さんと保護者　　�募集人数／50組（先着順）　　
�持ち物／各自必要なもの　　�申込期限／11月 4日（金）

お楽しみ親子観劇会　～親子で見にきて！楽しい人形劇♪～

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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