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仙南地域広域行政事務組合職員募集

　男女共同参画社会の実現を目指し、町

民により発足した「柴田町男女共同参画

推進条例を考える会」が、条例の素案を

作成しました。町民の皆さんからご意見

をいただき、より良い条例とするため、

説明会を開催しますので、ぜひご参加く

ださい。

�日時／11月22日（火）19：00～21：00

�場所／船迫生涯学習センター、槻木生

　涯学習センター（同日、同時刻に 2会

　場で実施しますので、いずれかの会場

　へご参加ください）
※事前の申し込みは不要です。

■問  柴田町男女共同参画推進条例を考え
　る会（相澤）　

�試験区分・職種・採用予定人数／

�受験資格／

�第1次試験／【日時】1月 29日（日）10：00～
　【場所】仙南地域広域行政事務組合総合庁舎3階会議室（大河原町）

　【内容】教養試験・一般性格診断検査・作文試験

�第2次試験／第1次試験合格者に通知します。
�申込方法／
　（1）仙南地域広域行政事務組合総務課から所定の申込用紙の交付を受けて申し込む。

　（2）仙南地域広域行政事務組合ホームページ（http://www.az9.or.jp/）から申込用

　　  紙をダウンロードして申し込む。

�申込期限／12月 16日（金）　※郵送の場合、12月 16日（金）の消印有効

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　� 52-2628

　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・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、関心のある方は下記までお問い合わせください。

防犯実動隊員・交通指導隊員を募集します

�募集対象／町内に住所を有する20歳以上 65歳未満の方で、地域住民に信望があり、人格高潔、身体強健で、かつ、防犯活動・
　交通安全活動について指導力および実行力を有する方

�報酬／職務報酬31,600円（年額）、出動報酬2,000円（日額）　　�申込期間／11月 16日（水）～12月 15日（木）
�受付時間／8：30～ 17：00（土・日曜日、祝日を除く）　　�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己負担になります。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

採用予定人数職　種試験区分

1人程度行　　政初級（高校卒業程度）

受験資格職　種

昭和 63年 4月 2日～平成 6年 4月 1日までに生まれた方行　　政

活　　　動　　　内　　　容提  出  書  類募集人数身　分区　分

○防犯思想の啓蒙および防犯診断（児童に対する防犯教室
　を開催しています）
○防犯パトロール
○各種行事などにおける警戒
○地域の個人および団体が行う防犯活動に対する助言およ
　び指導

○履歴書（写真貼付）2人非常勤職員防犯実動隊

○通勤・通学路および主要交差点における街頭指導（午前
　7時から）
○各種行事における交通整理・指導
○交通安全教育（児童、高齢者に対する交通安全教室を開催
　しています）

○履歴書（写真貼付）
○運転記録証明書

5人非常勤職員交通指導隊
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　月間予定表と日記、統計資料、仕事や

生活に役立つ資料などが掲載されていま

す。予約の必要はありません。

�販売期間／12月12日（月）～27日（火）
　9:00～17:00（土・日曜日、祝日を除く）

�販売場所／まちづくり政策課、槻木事
　務所

�販売価格／ 500円（税込み）
�規格／ 17.5cm× 8.8cm

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を促進し、児童福祉の向上

を図るため、次のいずれかに該当する、18歳になった年の年度末までの児童（また

は、20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童）を監護し、かつ生計を

同じくしている父および母、または父母に代わって児童を養育している方に支給され

るものです。しかし、請求者の所得が一定の額を超えているときなど、支給されない

場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

�対象になる児童／
①父母が婚姻を解消した児童

②父または母が死亡した児童

③父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

④父もしくは母の生死が明らかでない児童

⑤父もしくは母から1年以上遺棄されている児童

⑥父もしくは母が1年以上拘禁されている児童

⑦母が婚姻によらないで生まれた児童

　

　20歳未満で心身に障害のある児童の福祉増進のために、父もしくは母、または父母

に代わってその児童を養育している方に支給される制度です。しかし、請求者の所得

が一定の額を超えているときなど、支給されない場合がありますので、詳しくはお問

い合わせください。

�対象になる児童／
　①おおむね療育手帳のＡとＢの一部に該当する方

　②身体障害者手帳の1級～ 3級程度に該当する方（手帳をお持ちでない方でも障害

　　の程度によっては該当しますので、詳細はお問い合わせください）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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／ 11月 26日（土）
　10：00～ 12：00、13：00～ 16：30

�場所／ヨークベニマル柴田店
�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

　ファミリー・サポート・センターでは、利用会員と協力会員を募集しています。会

員希望の方は下記までお問い合わせください。

 利用会員
　町内に住所を有し、生後6カ月から小学6年生までのお子さんと同居する方。
　※保護者の用事、保育所・幼稚園などの送迎、リフレッシュなどに利用できます。

 協力会員
　町内に住所を有する20歳以上の方で、子育てを応援してくださる方。

■申 ■問  柴田町ファミリー・サポート・センター　� 87-7871

　3月 11日の未曽有の大震災に遭遇し、

それぞれの未来への希望を込めた想いを

形（書）に表わした展示会です。ぜひご

覧ください。

�日時／12月3日（土）10：00～16：00

　　　　12月4日（日）10：00～15：00

�場所／槻木生涯学習センター※入場無料

■問  もみの木実行委員会　

　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／11月22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）  

　老齢や退職を支給事由とする年金は、

雑所得として所得税の課税対象とされて

います（障害年金・遺族年金は課税され

ません）。課税対象となる受給者の方に

は、毎年 11月上旬までに日本年金機構

から扶養親族等申告書が送付されますの

で、12月 1日の提出期限までに必ず提

出してください。この申告により、翌年

中に受けられる年金にかかる所得税の源

泉徴収税額が決まります。もし提出を忘

れると各種控除が受けられず、所得税の

源泉徴収額が多くなる場合がありますの

でご注意ください。なお、年金以外に収

入がある方は確定申告が必要です。

●平成24年分「扶養親族等申告書」が
　送付される方
　○65歳未満…年金額が108万円以上

　○65歳以上…年金額が158万円以上

■問  大河原年金事務所　� 51-3113

利用会員と協力会員を募集

平成24年版
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　ガラス彫刻教室
オリジナルグラスでクリスマスを！

　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／12月2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／12月1日（木）・16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

お正月に着物を着よう

　ハンドリューターという道具を使いグ

ラスに彫刻をします。

�日時／12月15日（木）9：30～12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�募集人数／町民の方 6人（先着順）
�参加費／ 500円
�持ち物／エプロン
�申込期限／ 11月 30日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　柴田町の歴史をつづった柴田町史

をあなたも読んでみませんか。町で

は下記の町史を販売しています。申

し込みは随時受け付けています。

通史編Ⅰ 3,700 円 原始時代～近世

通史編Ⅱ 4,220 円 近代～現代

資料編Ⅰ 3,090 円 原始～近世（武家）

資料編Ⅱ 3,700 円 近世（地方文書）

資料編Ⅲ 4,320 円 明治の御用留

�日時／12月3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。

�対象／小学4年生以上

�参加費／400円

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

柴田町史販売しています

　年賀状作り体験会　
　「花」をテーマに、すてきな年賀状を作ります。あなたの大切な人に、心のこ
もった手作りの年賀状を送りませんか。

　囲碁将棋教室　

�日程／ 11月 19日（土）、12月 1日（木）、12月 17日（土）
�時間／10：00～ 17：00（時間内の出入り自由）
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます（小学生は保護者付き添い）。
※申し込み不要、参加は無料です。お気軽に「ゆる．ぷら」にお越しください。

　ギャラリー展示案内　

○革・ハンドリューターガラス作品展
　オリジナルデザインの作品や、ガラスに彫刻を施すハンドリューターを使った
作品を展示します。
�展示期間／ 11月 15日（火）～ 27日（日）※最終日は15：00まで

■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

�開館時間／10：00～ 18：00　　�休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

　「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、ぜひ参加しませんか。成人式を迎え

られる方も大歓迎です。

�日時／ 12月 3日、10日、17日の土
　曜日　13：00～

�場所／船迫生涯学習センター
�対象／大人から子どもまで（男女問わず）
�募集人数／ 20人
�参加費／無料
�持ち物／着物、帯、紐（5本）、着物用
　下着一式、長襦袢、帯枕、帯上げなど

�講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）
�申込期限／ 11月 26日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�日時／11月19日（土）9：00～15：00

　　 　   11月20日（日）9：00～15：00

�場所／船迫生涯学習センター

�展示（19日・20日）／絵画、書道、

　陶芸、押花絵、パッチワーク、川柳、

　刺繍、生花、水彩画など

�芸能発表（20日）／熊野幼稚園・西

　船迫保育所出演、民謡、舞踊、ダンス、

　カラオケなど

�一坪市（20日）／船迫小地区町民の

　ほか、はらから・旭園でも出店（野菜・

　陶器・瀬戸物・手芸品など）

■問  船迫小地区ふるさと文化祭実行委員会
　（船迫生涯学習センター内） � 57-2011

12月のトンボ玉体験会

内　　　　　　　　容日　時

�参加費／三枚 300円
�募集人数／ 15人
�申込期限／ 11月 27日（日）

和紙ちぎり絵の年賀状①
12月 2日（金）
10：00～ 12：00

�参加費／一枚 100円
�申込期限／ 11月 27日（日）和紙ちぎり絵の年賀状②

12月 3日（土）
10：00～ 12：00

�参加費／一枚 100円
�申込期限／なし（受け付けは
　14：30まで）

押し花の年賀状①
12月 3日（土）
13：00～ 15：30

�参加費／一枚 100円
�申込期限／なし（受け付けは
　15：00まで）

押し花の年賀状②
12月 4日（日）
13：00～ 15：30
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　平成23年分の所得税青色申告決算説明会を開催します。
�開催日時など／

�内容／所得税法などの改正点、青色申告の決算の仕方、年末調整の仕方
�持ち物／前年申告の青色申告決算書の控え、年末調整および法定調書関係書類、筆
　記用具

■問  大河原税務署個人課税第一部門　� 52-2202

　10月 1日付で、渡邊みち子さんが人

権擁護委員として、法務大臣から委嘱さ

れました。任期は、平成 23年 10月 1

日から平成26年9月30日まで（2期目）。

 人権擁護委員とは

　人権擁護委員は、地域住民の中から、

人権問題に理解や熱意のある方が市町村

長の推薦を受け、法務大臣から委嘱され

た方です。人権擁護委員は人権に関する

相談を受けたり、幼稚園や小中学校で人

権教室を開いて、命や思いやりの心の大

切さについての理解を深めてもらうため

の活動をしています。

■問  町民環境課　� 55-2113

　東日本大震災の影響下においても、労

働条件や労働衛生の水準を確保すること

はもとより、この影響により、特定の労

働者に負担がかかるような場合も想定し、

①時間外労働協定の適正化などによる時

間外・休日労働の削減、②長時間労働者

への医師による面接指導など、労働者の

健康管理に係る措置の徹底、③労働時間

の適正な把握の徹底を中心とし、引き続

き長時間労働の抑制などの労働時間の適

正化に取り組んでいただきますようお願

いいたします。

■問  宮城労働局労働基準部監督課
　� 022-299-8838

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別
給付金を支給しています。対象者は、旧
ソ連邦またはモンゴル国の地域における
戦後強制抑留者で、平成 22年 6月 16
日に日本国籍を有するご存命の方です。
請求受付期間は、平成 24年 3月 31日
までです。請求書をお持ちでない方は、
請求書類をお送りしますので、当基金に
お電話ください。
※すでに特別給付金を支給された方は、請求
　できません。

■問 （独）平和祈念事業特別基金事業部特別
　給付金認定担当　� 0570-059-204
　（IP電話、PHSからは、�03-5860-2748）
　受付時間　平日9：00～ 18：00

　昨年出版された児童書300冊を宮城県

図書館から借り受け、展示します。多分

野に及ぶ児童書に触れることのできる良

い機会です。ぜひご家族でご覧ください。

�日時／ 11月 18日（金）～ 30日（水）
　9：00～ 16：00　※月曜日を除く（日曜
　日・祝日は開館時のみ）

�場所／船迫公民館

■問  船迫生涯学習センター  � 57-2011

　町では、各種手続きや届け出などの行

政情報をはじめ、町の歴史や文化、観光

などの地域情報を 1冊にまとめ、暮らし

に役立つ便利な情報誌として「暮らしの

便利帳」を製作し全戸配布します。

　暮らしの便利帳に「協賛広告」を掲載

していただける事業者を募集します。詳

しくはお問い合わせください。

■問  ㈱サイネックス  � 022-243-6671
　まちづくり政策課　� 54-2111

　介護している仲間で楽しい時間を過ご

してリフレッシュしませんか。今月は、

介護家族の会よつば会との合同で、クリ

スマスランチ会を開催します。

�日時／12月14日（水）11：00～13：00
�場所／柴田町地域福祉センター　
�参加費／ 800円（お弁当、プレゼント代）
�申込期限／ 12月 7日（水）

■申 ■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

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

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

野鳥の森ハイキング（初心者向け）
�日時／ 11月 19日（土）、20日（日）
　10：00～ 12：00
�申込方法／当日現地受付（予約不要）
�参加費／ 200円

ことりはうすで巣箱つくり
�日時／ 11月 19日（土）、20日（日）
　9：00～ 15：00（随時）
�申込方法／当日現地受付（予約不要）
�参加費／ 800円

森のクリスマスリースつくり
�日時／11月20日（日）10：00～14：00
�募集人数／ 15人
�参加費／ 1,000 円
�申込期限／ 11月 18日（金）

■申 ■問  宮城県蔵王野鳥の森自然観察セ
　ンター　� 0224-34-1882

シベリア戦後強制抑留者
の皆さんへ

対象開催場所開催日時

農業所得について
みやぎ仙南農業協同組合
（西船迫 1丁目 10-3）

12月 2日（金）
10：00～

営業所得、不動産所得について
柴田町商工会
（船岡中央 2丁目 1-3）

12月 7日（水）
14：00～

青色申告決算説明会
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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：11月 8日（火）】　

測定値測定値測定値

0.11槻木生涯学習センター0.14船岡生涯学習センター0.11柴田町役場

0.13西住公民館0.14農村環境改善センター0.11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：11月 1日（火）・2日（水）】　

測定値測定値測定値

0.15西住小学校0.20船迫小学校0.17船岡小学校

0.20柴田小学校0.17槻木小学校0.24東船岡小学校

0.18槻木中学校0.21船迫中学校0.20船岡中学校

0.18たんぽぽ幼稚園0.18浄心幼稚園0.21第一幼稚園

※毎週 1回測定。私立幼稚園は随時測定。0.10熊野幼稚園

単位：μSv/h
児童福祉施設の測定結果【測定日：11月 1日（火）・2日（水）】　

測定値測定値測定値

0.23西船迫保育所0.19槻木保育所0.21船岡保育所

0.23西住児童館0.25三名生児童館0.20柴田児童館

※毎週 1回測定。0.17むつみ学園0.23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：11月 1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：11月 7日（月）】

測定値測定値測定値

0.24剣崎公園0.22白幡児童遊園0.38並松公園

0.13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：地表から5cm
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主な行事日学　校

授業参観・懇談会2船岡小学校
� 55-1064 教育面談6～14

学習参観日2槻木小学校
� 56-1029 歌の集い9

サッカー教室12

仲良し集会15

授業参観・懇談会2柴田小学校
� 56-1430 舞台芸術体験14

授業参観・懇談会1船迫小学校
� 55-5394 お楽しみ集会13

職場体験（1年）1～2船岡中学校
� 55-1162 三者面談7

学習相談日16～17

避難訓練21

期末考査21～22

授業参観10槻木中学校
� 56-1331 振替休業日12

期末考査・避難訓練1船迫中学校
� 54-1225 職場体験（2年）6～7

授業参観・学年ＰＴＡ16

2 学期終業式22小中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　手持ちの現金がなく、ついついカード

でお買い物。でも、支払いのために消費

者金融から借金して穴埋めし、その借金

返済のために借金を重ね、一向に借金が

無くならない多重債務に陥る若者が増加

しています。

 クレジットカードの注意点
1. 収入に合わせた利用を
　 返済できる範囲内で利用しましょう。

2. 借金返済のための新たな借金をしない
　 借金返済や収入不足を補うためのキ

　 ャッシングはやめましょう。

3. 支払いは遅れないように
　 クレジットの請求の支払いが遅れる

　 と遅延損害金を請求されます。

4. 他人にカードを貸さない
 　カードを貸して利用されると、支払

　 い義務はカード所有者本人に生じま

　 す。絶対にカードを貸さないように

　 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3　　　　　
　　「多重債務のトラブル」～

　平成24年度、船岡新栄4丁目地区に、皆さんの声を形にした新しい公園を整
備しようと考えています。多くの皆さんの意見を伺いたいので参加をお待ちして
います。
�活動期間／平成23年 12月～平成 24年 3月までを予定
�ＷＳ開催／月に2回程度　　�募集人数／20人程度
�対象／公園の整備や利用に関心のある方

　船岡城址公園を中心に地域資源の桜を活用しながら、“花のまち柴田”の創生を
目指して整備を進めています。特に、桜の季節には20万人を超える来訪者があ
ります。町の歴史や良さを多くの方々に伝えていきたいと考えていますので、皆
さんの参加をお待ちしています。
�活動期間／平成23年 12月～平成 24年 3月までを予定
�ＷＳ開催／月に2回程度　　�募集人数／10人程度
�対象／歴史や観光に関心のある方　　

�申込期間／11月 21日（月）～ 30日（水）
�申込方法／電話でお申し込みください。※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

公園整備ワークショップ（ＷＳ）

歴史観光ガイド育成ワークショップ（ＷＳ）一期生

　花のまちイメージキャラクターデザイン（ゆるキャラデザイン）の最優秀作品
候補を選考する委員を募集します。
�活動期間／平成23年 12月～平成 24年 1月までを予定（選定まで）
�開催／4回程度　　�募集人数／3人
�対象／花のまちづくりに関心のある方で、身内に応募者がいないこと。

　町の魅力の発見と、交流人口（観光客をはじめとする来訪者）の増加を図るた
めの新たな観光ルートを考える活動をします。会議だけではなく、モデルルート
を設定し実際に魅力発見のため外でも活動します。
�活動期間／平成23年 12月～平成 24年 2月までを予定
�ＷＳ開催／月に2回程度　　�募集人数／10人程度
�対象／タウンセールス（町の魅力を町内外にアピールし、地域活性化を図る）
　に関心のある方。

�申込期限／11月 25日（金）
�申込方法／電話でお申し込みください。※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

花のまちイメージキャラクター選考委員募集

タウンセールスワークショップ（ＷＳ）


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6

