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　心身障害者医療費助成は、心身障害者

の方の適正な医療機会の確保および経済

的負担の軽減を図ることを目的として、

医療費のうち健康保険各法に定める一部

負担金を助成する制度です。

　平成22年 4月 1日から身体障害者手

帳に「肝臓機能障害」が加わったことに

伴い、心身障害者医療費助成制度の助成

対象者に「肝臓機能障害」が加わりまし

た。助成を受ける場合は申請が必要とな

ります。申請がお済みでない方は、所得

制限などがありますので、詳しくはお問

い合わせください。

�助成対象者／

○特別児童扶養手当 1級の方

○療育手帳Ａの方

○知的障害者福祉法に定める職親に委託

　されている方で、療育手帳Ｂの方

○身体障害者手帳 1級および 2級の方

○身体障害者手帳 3級内部障害（心臓、

　じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小

　腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

　および肝臓の機能障害）の方

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

　肺炎球菌は、肺炎を引き起こす細菌の一種で、高齢者肺炎では最も多い原因といわ

れています。予防には肺炎球菌ワクチン接種が効果的です。対象となる方で希望され

る方はお申し込みください。

�申込期間／4月 15日（木）～ 6月 18日（金）

�接種期間／5月 10日（月）～ 6月 30日（水）

�対象／町内に住民登録のある65歳以上の方（接種日現在）
※過去に接種された方は対象外となります。

※来年度以降は節目接種を予定しています。平成23年度はS20.4.2～S21.4.1生まれの方が対

　象となる予定です。

�自己負担料／3,500円（接種料金 7,500円のうち 4,000円を公費助成します）

�持ち物／健康保険証や介護保険証など（本人確認ができるもの）、予診票（申込者に

　送付します）

�実施医療機関／乾医院、太田内科、大沼胃腸科外科婦人科医院、佐藤内科クリニッ

　ク、しばた協同クリニック、仙南クリニック、玉渕医院、船岡今野病院、ふなばさ

　ま医院、宮上クリニック、村川医院、毛利産婦人科医院

�接種方法／健康推進課に電話または直接お申し込みください。該当する方へ予診票

　などを送付します。その後、実施医療機関に電話などで予約し接種してください。

 肺炎球菌ワクチンＱ＆Ａ

Ｑ1．肺炎球菌ワクチンとは？

Ａ．高齢者の肺炎の原因として頻度の高い肺炎球菌に狙いを絞ったワクチンで肺炎

を予防できるほか、万が一肺炎になっても軽症で済むなどの効果があります。

ただし、すべての肺炎に有効ということではありません。

Ｑ2．何歳の時に受けたらいいの？

Ａ．町の助成は 65歳から受けることができます。一生免疫が持続するわけではあ

りません。5年間は有効といわれていますが、個人差もあり、皆さんに同じ程

度有効というわけではありません。何歳で接種されるのかは、健康状態などを

考慮し判断してください。

Ｑ3．生涯に1回しか接種できないの？

Ａ．再接種による副反応の増強（注射部位の局所反応）が観察されているため、安

全性を考慮し、日本では生涯に1回しか接種することができませんでしたが、

平成21年 10月に再接種が可能となりました。しかし、再接種にあたっては、

再接種が副反応の増強のリスクを上回る場合（肺炎球菌による重篤疾患に罹患

する危険性が極めて高いものなど）に、十分な間隔（5年以上経過）を確保し

行うこととされているため、再接種を希望する方は主治医へご相談ください。

なお、再接種の場合は助成の対象とならず、全額自己負担となりますので、ご

了承ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　4月 1日付けで、大友勝彦さんが人権

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 22年 4月 1日か

ら平成 25年 3月 31日まで（2期目）。

■問  町民環境課　� 55-2113

人権擁護委員が再任
守られていますか ?　
　　　　　あなたの人権
人権擁護委員はあなたの街の
身近な相談パートナーです　

心身障害者医療費助成制度に
「肝臓機能障害」が

加わりました



お知らせ版●2 第 650号

開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

第 1木曜日
9:30 ～ 11:30

6 月～ 12月
（5回）

1,000 円
その他移動研修費

実費

生涯学習のきっかけをつくり、高齢者が生き
がいを持って潤いのある生活を送ることを
目指し、一緒に学ぶ仲間と共に、講話や社会
見学、体験実習などを学習します。

65歳以上
50人

豊齢者教室
　槻木生涯学習センター

火曜日
13:30 ～ 15:30

5 月～ 3月
必要経費は
実費

「健康で豊かな生活を送るために」をテーマ
に、気軽に始められる社交ダンスを学びます。

60歳以上
20人

シルバーダンス教室
　槻木生涯学習センター

募集の詳細は後日の
お知らせ版に掲載　

6月
（1回）

無料
松をはじめ、サツキなどの身近な庭木の剪定
技術を習得します。庭師の技を身につけて、
ご自宅の景観を良くしましょう。

町民
20人

緑化推進は我が家から
「庭木の手入れ講座」
　農村環境改善センター

募集の詳細は後日の
お知らせ版に掲載　

7月
（1回）

無料
地元の歴史や生活文化に焦点をあて、記念碑
に見る明治以降の槻木の近代史を学びます。

町民
30人

地元を知ろう
「ご当地学習槻木塾」
　槻木生涯学習センター

募集の詳細は後日の
お知らせ版に掲載　

8月・9月
（2回）

無料
子どもの健全な成長を願う親にとっての有
効な接し方、しつけ方を楽しい遊びをとおし
て学びます。

未就学児を
育てる親　
親子 10組

子どもの躾はぬくもりで
「親子スキンシップ教室」
　槻木生涯学習センター

第 4水曜日
9:30 ～ 12:00

6 月・7月・
9月・11月
（4回）

材料費実費

家庭生活において実際に役立つ「技」を身に
つけます。（女性の参加も可）
◇網戸の張替え　◇ビールのおつまみづく
り　◇日曜大工　◇障子貼り

町民
15人

とうちゃんの技磨き
　槻木生涯学習センター

第 3金曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 9月
（4回）

材料費実費
絵手紙など、デザインを考え、手を使うさま
ざまな創作活動を通して生涯の趣味を見つ
けます。

町民
15人

趣味を探そう
「癒しの創作教室」
　槻木生涯学習センター

金曜日
15:00 ～ 17:00

5 月～ 9月
（11回）

13,000 円（大人）　
12,000 円（小学生）

初心者を対象に、日本古来の書について学び
ます。

小学生以上
30人

書道教室
　農村環境改善センター

第 4火曜日
18:30 ～ 20:00 時
間内自由参加

天文台見学は後日の
お知らせ版に掲載　

4月・7月・
10・1月
（4回）

無料
見学実費

夜空を望遠鏡で観測し、宇宙・天文に関する
学習をします。
◇季節の星座を観察　◇仙台市天文台見学

小中学生
15人

星空の下で学ぶ
「天体観望教室」
　太陽の村（太陽の家屋上）

募集の詳細は後日の
お知らせ版に掲載　

8月
（2回）

材料費実費
木工などによる創作活動により物づくりの
楽しさを学び、子ども達の想像力を豊かにし
ます。

小学生
15人

自分で作ってみよう
「夏休み子ども工作教室」
　槻木生涯学習センター

7 月 24日（土）
10:00 ～ 12:00

7 月
（1回）

無料
子ども達が日常生活において事故にあわな
いために「気をつけること」を題材とした教
材を、大型スクリーンで上映します。

幼児・児童
300人

大きなスクリーンで
学ぶキッズライフ
　槻木生涯学習センター

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

お申し込みは、各施設直接または電話でお願いします。その際には、住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。

■申込期間／ 4 月 16 日（金）～ 24 日（土）　9：00～ 17：00　※日曜、月曜は受け付けできません。
※定員になり次第締め切ります。事情により内容などが変更となる場合があります。
※単発の事業については、その都度お知らせ版で募集します。
※下半期（10月～ 3月）の事業については、9月 1日号のお知らせ版で募集します。



お知らせ版 ●3第 650号

開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

7月～ 8月
（3回）

材料費実費
夏休みに体験工作にチャレンジして創作の
楽しさを学び、子ども達の想像力を豊かにし
ます。

小学生
15人

夏休みチャレンジ工作教室
　船岡生涯学習センター　　
　船岡公民館・西住公民館

9 月 18日（土）
10:00 ～ 12:00

9 月
（1回）

材料費実費
「敬老の日」におじいさん、おばあさんを大
切にする気持ちを届ける贈り物として、「手
作りお菓子」に挑戦します。

小学2年生　
　　～ 4年生
10人

キッズクッキング教室
　船岡生涯学習センター

第 3水曜日
9:30 ～ 11:30
中間管理作業日も
有り　　　　　　

5月～ 10月
（6回）

材料費実費

土づくり、野菜の植え方、管理の仕方を学習
し、成長や収穫の難しさや喜びを実感。併わ
せて、収穫した野菜や地元の食材などを調理
して食の安全安心を学習します。

成人
10人

育てる・食べる野菜づくり
　船岡生涯学習センター

月 1回
（日曜日の予定）
詳細は後日の　　
お知らせ版に掲載

6月～ 11月
（6回）

材料費実費

独身の男女を対象に将来設計についての話
を聞いたり、ボウリングや芋煮会などで交流
を深めたりと、さまざまな分野について体験
し学習します。

30歳代～ 40歳
代町内の独身者
男女各 10人　

出会い・ふれ愛教室
　船岡生涯学習センター

第 3木曜日
9:30 ～ 11:30

6 月～ 12月
（6回）

必要経費は
実費

団塊世代の方が健康で生きがいのある豊か
な生活を送るための生涯学習をテーマに講
話・実技・研修等を通して、健康維持・増進
並びに健康意識の高揚を図ります。
◇体操 ◇ウォーキング又はパークゴルフ ◇
軽スポーツ

成人
30人

団塊世代の
健康づくり教室
　船岡生涯学習センター

第 2火曜日
13:30 ～ 15:00
詳細は後日の　　
お知らせ版に掲載

6月～ 1月
（7回）

運営費 1,000 円
移動研修費実費

生涯学習のきっかけをつくり、高齢者が生き
がいを持って潤いのある生活を送ることを
目指し、一緒に学ぶ仲間と共に、講話や社会
見学、体操といった体験学習を毎回楽しく学
びます。

65歳以上
60人

高齢者教室
「いきいき教室」
　船岡生涯学習センター
　船岡公民館・西住公民館

■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520 

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011 No.1
開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

5 月 12日（水）
 19:00 ～ 21:00

5 月
（1回）

無料

運動会のビデオ撮影は、家庭でのメインイベ
ントの一つ。見やすい映像にするためのテ
クニックを専門家から学びます。
◇ブレない映像を撮るには、◇基本の撮影ア
ングル、◇人物撮影、◇カメラの持ち方、◇
動いている人物を撮るには　※ビデオカメ
ラ持参（講師：自作視聴覚教材製作グループ）

成人
20人

初心者
ビデオカメラ講座
　船迫生涯学習センター

第 4水曜日
9:30 ～ 11:30

5 月～ 2月
（10回）

運営費 1,000 円
移動研修費実費

一人一人が目標を持って楽しく暮らすことを
テーマに、一緒に学ぶ仲間と講話や社会見学、
体操・歌唱コンサートといった体験学習を毎回
楽しく行います。
「さあ、部屋にばかりいないで、身支度をテキ
パキとして生涯学習センターへ出掛けよう！」

65歳以上
80人

高齢者教室
（豊齢者教室）
　船迫生涯学習センター

毎週金曜日
15:30 ～ 17:00

5 月～ 3月
（30回）

保険料 600円

放課後、家でひとり遊びをしている子どもた
ちに、安全で楽しい活動場所を設け、異年齢
の集団での遊びを体験しながら社会性、協調
性を育てていきます。
｢ゲーム機を置いて生涯学習センターへ早く
おいで！ ｣
（協力：仙台大学レクリエーション部）

児童クラブに
登録していな
い船迫小学区
の小学生 30 
人　　　　　

子ども広場
　船迫生涯学習センター

第 1・第 3土曜日
14:00 ～ 16:00
(13:00 ～ 15:00)

5 月～ 10月
（9回）

無料
(資料代実費 )

「抱きしめたい」「レットイットビー」など
団塊の世代ばかりではなく、世代を越えて愛
唱されているビートルズメロディー。そん
な曲をみんなで、それも英語で歌ってみませ
んか。講師は仙台で活動するコピーバンド
「ザ・ビーンズ」のメンバーです。
｢ビートルズが好きで興味のある皆さん」、気
軽に参加してみましょう。

町民20人
「ビートルズ」メロディーを
歌おう
　船迫生涯学習センター



お知らせ版●4 第 650号

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011 No.2
開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

第 1・第 3土曜日
10:00 ～ 11:30

5 月～ 9月
（9回）

無料

年齢や性別、楽器演奏の経験も関係なくだれ
でも楽しめる口笛。演奏は酸素をたっぷり
吸い込む複式呼吸で心肺機能を優しく向上
させ、また、口笛を吹けば顔の筋肉も鍛えら
れ、しわやたるみ予防にも繋がります。心安
らぐ音色、のんびりしたペース－－。そんな
気楽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）

町民 10人誰でもふける口笛教室
　船迫生涯学習センター

第 3金曜日
10:00 ～ 12:00

5 月～ 11月
（7回）

500円
保険料

聴覚を使って卓球台でボールを転がして行
う「サウンドテーブルテニス」に参加しませ
んか。

視覚障害者・
低視力者 10
人（ガイドヘ
ルパー必須 )

サウンドテーブル
テニス (STT)
　船迫生涯学習センター

募集の詳細は 6月号
のお知らせ版に掲載

7月 18日 ･19 日
（1泊 2日）
相馬海浜自然の家

2,500 円

自然に囲まれた中で仲間たちと協力して生
活し、めいいっぱい遊ぶ。夜はこぼれてきそ
うな星空を眺めながらキャンプファイヤー。
いろいろなことにチャレンジしながら仲間
を思いやる心を身につけていきます。
（野外炊飯、キャンプファイヤー、スコア
OL、登山）

小学4年生
25人

夏休み
自然体験キャンプ
　船迫生涯学習センター

日時等は 7･8 月の
お知らせ版に掲載

7月・8月
（午前 ､午後上映）

無料

暗やみのホールで映画館のような大型スク
リーンや迫力ある音響を味わい、周囲の人と
一体感を得ることを体験しながら、子どもた
ちの情操を育むため上映します。

幼児・児童
（保護者）

夏休みこども映画会
　船迫生涯学習センター

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

木曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 10月
（8回）

3,000 円
追加材料費実費

古代のアクセサリー「トンボ玉」づくりを学
習します。

町民
10人

トンボ玉づくり体験学習
　しばたの郷土館

毎月第 2・4土曜日
10:00 ～ 12:00

6 月～ 9月
（月 2回）

実習費
3,000 円

抹茶と和菓子が楽しみな、お茶のお稽古をは
じめ、床の間の飾り、お茶碗、庭や日本建築
などについて、毎回簡単な実習を行いながら、
楽しく学びます。

幼・小・中学生
20人

柴田茶道子ども教室
  しばたの郷土館

木曜日
14:00 ～ 16:00

5 月～ 3月
（月 2回）

無料古文書を使い、解読技術を学びます。
町民
5人

古文書解読ボランティア
養成講座
　しばたの郷土館

金曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 7月
（8回）

材料費
2,000 円

拓本の採集方法や道具の作り方を学習しま
す。

町民
5人

拓本づくり体験学習
　しばたの郷土館

毎月第 2土曜日
13:30 ～ 16:00

5 月～ 3月
資料代
2,000 円

「古文書なんて読めない！」とお思いのあな
た。でもじっくり見ると読めるものです。
自分の目で新しい歴史を見つけてみません
か。

町民
5人

古文書に親しむ
　槻木生涯学習センター

■申 ■問  スポーツ振興室（船岡公民館内）　� 55-2030 
開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

毎週木曜日
10:00 ～ 12:00
（8月休講）

5月～ 11月
（23回）

3,000 円
生活習慣病の予防や体力の向上、健康保持・
増進を目的にストレッチや筋力トレーニン
グ、ウォーキング、ヨガ等を行います。

町民
40人

体力づくり教室
　船岡体育館・野外

毎週水曜日
10:00 ～ 12:00

5 月～ 10月
（20回）

3,000 円
水中で有酸素運動を行い、体のつらい部分の
機能回復や心肺機能の向上を目的に実施し
ます。

町民
70人

水中トレーニング教室
　仙南総合プール

毎週土曜日
10:00 ～ 11:30

5 月～ 7月
（8回）

3,000 円
入間田テニスコートにおいて、初心者の方を
対象にテニスの基本を練習します。

町民（18歳以上）
20人

初心者硬式テニス教室
　入間田テニスコート
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平成 22年度まちづくり出前講座メニュー
担当課等講　　座　　名№分野担当課等講　　座　　名№分野

農業委員会
農業者年金制度について28

産業
・
建設

総務課災害に強い地域づくり1

くらし

農地制度について29
まちづくり政策課

交通安全教室－交通事故にあわないために2

都市建設課
道路のおはなし30みんなでつくろう！安全・安心なまちづくり3

しばたの都市計画31税務課暮らしと税金4

上下水道課

水道のしくみ32総務課やさしい選挙の話5

水道施設の概要について33

町民環境課

柴田町環境基本計画と柴田町の環境について6

水道水の水質検査等について34柴田町のごみ分別の仕方とごみ減量・資源化について7

下水道のしくみ35ごみ処理施設見学会8

教育長（教育総務課）柴田町の教育について36

教育
・
文化

消費者トラブルにあわないために9

教育総務課

柴田町の教育方針及び重点事業について37

健康推進課

知っておきたい年金制度10

学校教育の現状と課題について38私たちの国民健康保険・後期高齢者医療制度11

健康
・
福祉

児童・生徒の安全対策について39歯の健康教室12

生涯学習課

楽しくなる子ども会40乳幼児の心身の発達13

柴田町子ども読書活動推進計画について41高齢者の心の健康のお話14

図書館ってどんなとこ？42高齢者の体の健康のお話15

ニュースポーツ体験43成人の健康のお話16

サークルをつくろう44食事を楽しもう17

生涯学習課（しばたの郷土館）柴田町の歴史と文化財に親しもう45

福祉課

高齢者福祉サービスのはなし18

町長（総務課）町政について46

町の
運営

介護保険制度のしくみ19

財政課町の財政について47はじめましょう　介護予防教室20

まちづくり政策課

行財政改革について48認知症サポーター養成講座21

長期総合計画について49高齢者の現状と課題を知る22

統計で知る柴田町の姿50子ども家庭課子育て支援について23

住民自治によるまちづくり基本条例って何？51商工観光課柴田の観光とまつり24

産業
・
建設

男女共同参画って何？52

農政課

戸別所得補償制度モデル対策25

国際交流への取り組みについて53その他農業振興地域整備計画について26

議会事務局議会のしくみ54議会森林（もり）のはなし27

　町職員が皆さんの集会や会合に出向いて、町政について分かりやすくお話しする「まちづくり出前講座」を実施しています。平

成21年度は、延べ61団体、2,101人の皆さまにご利用いただきました。多彩なメニューを用意しておりますので、ぜひご利用

ください。

�日時／祝日・年末年始を除く、平日および土日の9：00～ 21：00の時間帯で1講座あたり2時間以内とします。
�場所／会場は町内とします。お申し込み団体でご用意ください。
�対象／町内に在住、在勤または在学する10人以上の方で構成された団体、グループなどです。
�受講料／講師料、教材費は原則として無料です。ただし、材料費などについて実費を負担していただくこともあります。
�申込方法／代表者の方は、原則として受講希望日の14日前までに申込書をまちづくり政策課に提出してください。講座申込書、
　メニューの内容を紹介している講座パンフレットは、まちづくり政策課、槻木事務所、生涯学習センターなど各施設で配布して

　います。ホームページからダウンロードすることもできます。
※講座担当課の業務などの関係で、ご希望の受講日時に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111
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　大腸がん検診、前立腺がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。検診は、

町内指定医療機関での個別検診です。指定検診期間以外は受診できなくなりますので、

必ず期間内に受診してください。受診票が検診月の前月28日までに届かない場合は
ご連絡ください。

�検診期間／5月～ 11月（行政区を下記の7グループに分けて実施）

　

�自己負担料／

�持ち物／受診票、自己負担料、大腸がん検診は便容器（5日以内の便 2日分）を指
　定医療機関にお持ちください。指定医療機関は受診票にてご確認ください。

～5月 26日まで追加申し込みを受け付けます～
　「先の申込時に申し込まなかった」「3月中旬以降に転入手続きをした」という方で、

受診をご希望の方は5月 26日（水）までにお申し込みください。それ以降は指定検診

期間にかかわらず受け付けることができませんので、十分ご注意ください。

　

※対象の年齢は、平成23年 3月 31日現在の年齢です。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　20歳を過ぎると学生の方も国民年金

に加入しなくてはなりません。学生の方

は一般に所得がなく納付が困難なので、

申請により国民年金保険料の納付が猶予

される「学生納付特例制度」が設けられ

ています。申請は年度ごとに行う必要が

ありますので、平成 22年度の申請が必

要です。平成 21年度に学生納付特例に

該当していた方のうち、平成 22年度も

引き続き同じ学校に在学予定としていた

方には申請用紙（ハガキ形式）を送付し

ています。

　学生納付特例の申請が遅れると、申請

日前に生じた不慮の事故や病気による障

害について、障害基礎年金を受け取るこ

とができない場合があります。申請書用

紙（ハガキ形式）は同封の記入例を確認

のうえ記入し、4月中に提出してくださ

い（在学証明書や学生証の写しの添付は

必要ありません）。

　ただし、在学している学校に変更のあ

る方は、改めて在学の事実などについて

確認する必要があるため、送付されるハ

ガキ形式の申請書で申請することはでき

ません。役場の窓口または年金事務所に

ご相談ください。申請書用紙（ハガキ形

式）が送付された方で、平成 22年度に

ついては学生納付特例制度を利用せず、

保険料の納付を希望する場合は、納付書

を送付いたしますので、年金事務所にご

連絡ください。特に保険料を前もって納

付することにより割り引きが適用される

前納を利用する場合、平成 22年度前納

の納付期限は 4月 30日までですので、

お早めにご連絡ください。

■問  日本年金機構大河原年金事務所
　� 51-3113

　地域商工業の振興を図るため、商工会が事業実施主体となり、割増商品券を販売し

ます。

割増商品券とは
　額面1,000円の商品券10枚とプレミアム分2枚を1セット12枚つづりにしたもの

を10,000円で販売するものです。ただし、8月31日（火）までの使用期限があります。

販売の開始日および場所、制限は
　4月25日（日）から完売まで、柴田町商工会で販売いたします。特に、4月25日（日）
を重点販売日として、槻木地区は槻木事務所で、船岡地区は柴田町商工会で販売いた

します。ただし、多くの町民の皆さまに利用していだだくため、1人 1セットを上限

とします。

取扱店は町内200店舗
　店舗などの店先にポスターなどで、柴田さくら商品券取扱店と表示します。

販売イベントとして、商品券購入者に取扱店利用のクーポン券を同時配付します
　クーポン券利用のお客さまには、抽選で液晶26型テレビ（地デジ対応）2本、旅

行券（3万円相当）5本

■問  柴田町商工会　� 54-2207

新年度になったら

「学生納付特例制度」の
申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請請申請をお忘れなく

受診票
配布期日指定検診期間対象行政区グループ

4月28日5月1日～31日7Ｂ、8、11Ｃ、12Ａ、14、23、26、271

5月28日6月1日～30日3、12Ｂ、17Ｂ、22、29Ｄ2

6月28日7月1日～31日6Ａ、6Ｂ、18Ａ、28、29Ａ3

7月28日8月2日～31日7Ａ、11Ｂ、13、20、25、29Ｂ4

8月28日9月1日～30日5、9Ａ、15、18Ｂ、21、305

9月28日10月1日～30日2、9Ｂ、16、19、24、29Ｃ6

10月28日11月1日～30日1、4、10、11Ａ、17Ａ7

左記以外の方町国保加入者・75歳以上の方検診名

300円100円大腸がん検診　

400円200円前立腺がん検診

検　査　内　容対　　象検診名

便により大腸内で出血がないかを検査40歳以上の方大腸がん検診　

採血により血液中の前立腺特異抗原値を測定50～ 79歳の男性前立腺がん検診
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募 集

楽しく学べるキッズ英会話

第 41回子どもの本
展示会の案内

　「子どもの読書活動の推進に関する法律」により、4月 23日は「子ども読書の日」

と定められています。これは、国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理

解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために設けられ

たものです。

 4/23（金）～ 5/12（水）はこどもの読書週間
　幼少の時から書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、物

ごとを正しく判断する力をつけておくことが、子どもたちにと

ってどんなに大切なことか…。子どもに読書を勧めるだけでな

く、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、それ

が「こどもの読書週間」です。期間中、ご家族そろって読書し

てみませんか！

 テレビを消して本を読もう！
　柴田町では平成18年4月1日「柴田町子ども読書活動推進計画」を策定し、子ども

の読書活動を推進しています。また、柴田町子ども読書推進会議では「ノーテレビ・ノー

ゲームデー」の推進に取り組んでいます。ご家庭でのご理解とご協力をお願いします。

■問  生涯学習課　� 55-2135

　英国人講師によるネイティブイング

リッシュを子どもに。楽しく英会話を学

びませんか？

�日時／毎週水曜日　17：00～ 18：00
�場所／槻木生涯学習センター
�募集人数／小学生 5人
�参加費／ 4,000 円（月額）
�申込期限／ 4月 30日（金）

■申 ■問  子ども英会話サークル（松下）
　

　5月 29日（土）オープンの柴田町図書館で利用できる「図書館利用カード」を作成

いたします。

　図書館オープン後は混雑が予想されますので、事前の登録申請にご協力ください。

多くの皆さまのご利用をお待ちしております。

�申請の方法／
○登録用紙は、柴田町図書館（しばたの郷土館）・各生涯学習センター・生涯学習課

　で配布しています。

○受け付けは、柴田町図書館（しばたの郷土館）・各生涯学習センター・生涯学習課

　で行います。登録申込書と併せて本人氏名・住所が確認できる書類（免許証、保

　険証、住基カードなど）をお持ちください。

�「図書館利用カード」のお渡しについて／
　○「図書館利用カード」は、申請した方のご自宅へ

　　郵送いたします。

■問  柴田町図書館（しばたの郷土館内）　� 86-3820
　〒 989-1603　柴田町船岡西1丁目6-26

�日時／4月23日（金）、5月21日（金）
�区域／市街地を除く町内全域
�重点地区／白石川（東北リコー下流域）、
　阿武隈川、農業用ため池

�対象鳥獣／カラス、カルガモ
�捕獲方法／町有害鳥獣駆除隊員が銃器
　で捕獲します（だいだい色の腕章を付

　け、鳥獣捕獲許可証を持参）

■問  農政課　� 55-2122

　絵本や紙芝居、わらべうたを一緒に楽

しんでみませんか。好きな絵本・おすす

めしたい本があったらお持ちください。

読み合いましょう。参加は無料です。

�日時／4月21日（水）10：30～11：30
�場所／船岡公民館
�共催／船岡生涯学習センター

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

　子どもの本展示会は、昭和 45年から

開催している県図書館の主催事業です。

こどもの読書週間にちなみ、昨年出版さ

れた子どもの本を展示します。子どもた

ちに、本の世界の楽しさを伝えてみませ

んか。入場は無料です。

�日時／4月17日（土）～4月29日（木）
　10：45～ 16：30
※ 19日（月）、26日（月）は休館日

�場所／宮城県図書館
�展示資料／昨年出版された児童書約
　1,500 冊、産業に関する本 約 80冊、

　赤ちゃん絵本約 50冊、児童書研究書

　約 30冊

■問  県図書館　� 022-377-8447

　毎月第1日曜日のフリー切符の日に開

催します。フリー切符は、600円で1日

乗り放題です。（小児 300円）

�内容／ 5月 2日（日）

　スタート：岡駅、ゴール：阿武隈川河

　川敷菜の花畑（約 8.8�）

�見どころ／角田菜の花祭り、スペース

　タワーコスモハウス

�参加方法／①申し込みは不要、自由参

　加②参加料は無料（交通費は各自負担）

　③スタート駅で受け付け（8：00～ 10：00）

　④コースマップにより歩きます。コー

　ス案内はつきません。⑤ゴールでスタ

　ンプカードに参加証明を押印します。

■問  阿武隈急行㈱　� 024-577-7132
※当日、雨がひどい場合　角田駅  � 62-4610

4月 23日は「子ども読書の日」

有害鳥獣捕獲の
お知らせ

こどもの本っておもしろい

阿武隈急行沿線

フリーウォーキング
～ 5月は角田市「菜の花コース」～

子どもたちの　　
読書活動の推進を
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参加者募集

にこにこ妊婦歯っぴータイム

募 集

尺八基礎講座

1. 趣旨

　子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するとい

う趣旨のもと、親などに支給するものです。

2. 支給対象となる子ども

　満15歳以後の最初の3月 31日までの間にある子ども
※児童手当制度は、小学校修了前の子どもが対象となっており、親などに所得制限がありました
　が、子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。

3. 受給資格者

　子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父または母などです。父母に養育されて

いない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方となります。

4. 手当の額

�一人につき月額1万 3千円

�手当ての支払期月は、6月、10月、2月であり、前月分までの手当てをお支払い

　します。

5. 支給を受けるための手続等

�平成21年度において児童手当を受給している方については、自動的に子ども手

　当に移行しますので新たに申請を行う必要はありません。

�所得制限超や現況届などの未提出により、平成21年度において児童手当を受給

　されていない方、平成22年度において、中学2、3年生の子どもを養育してい

　る方は申請が必要です。

�受付は、子ども家庭課です。申請内容を審査の上、受給資格に適合する方に、認

　定通知書を送付します。

　平成22年4月1日現在の対象児童のいる世帯で子ども手当の手続きが必要と思わ

れる方へ、申請手続きについてご案内する準備を進めております。

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115　Eメール：children@town.shibata.miyagi.jp

　町内歯科医が歯科健診や歯がきれいに

なる歯みがきのヒントなどをお話します。

お気軽にお申し込みください。

�開催日／ 5月 28日（金）
�受付時間／ 9：00～ 9：20
�場所／保健センター 2階
�内容／歯科健診（無料）、カルシウムた
　っぷりおやつの実演と試食、お子さん

　のむし歯予防についてなど

�募集人数／妊婦 15人（先着順）
�持ち物／母子健康手帳
�申込期限／ 5月 24日（月）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

募 集

小学生～高校生のための夏休み海外派遣

�日時／4月25日（日）15：00～17：30
�場所／ウエディングパーク桜フローラ
�内容／企業経営の傍ら、県教育委員な
　どを歴任後、現在、沖縄県知事の諮問

　する沖縄 21世紀ビジョン懇話会の委

　員である（社）日本青年会議所第 58代

　会頭　安里繁信氏の講演会を開催しま

　す。また、講師と柴田町・村田町・大

　河原町の町長との対談会も行ないます。

�参加費／無料
�定員／ 250人

■問  （社）さくら青年会議所
　（担当：庄司）

　尺八で荒城の月を吹いてみませんか。

�日時／5月13日（木）、20日（木）、27
　日（木）、6月 3日（木）
　毎回18：30～20：30　※1回だけでも可

�場所／船迫公民館
�対象／初めての方、本格的趣味にとお
　考えの方どなたでも
※尺八が無い方には貸し出しいたします。

�講師／琴古流宗家竹友社師範   平賀颯幽
�参加費／テキストを含め一切無料
�募集人数／ 10人（先着順）
�申込期限／ 5月 6日（木）

■申 ■問  平賀颯幽　

　文部科学省所管の財団法人・国際青少年研修協会では、10事

業の参加者を募集しています。体験を通して、お互いの理解や

交流を深め、国際性を養うことを目的に実施します。お一人で

参加される方が8割以上、はじめて海外へ行かれる方が6割以

上の参加ですので、事前研修では仲間作りから丁寧に指導しま

すので、安心して参加いただけます。

�内容／ホームステイ・ボランティア・文化交流・学校体験・地域見学・野外活動など

�派遣先／アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・サイパン・

　カンボジア・フィジー

�日程／7月 23日（金）～ 8月 15日（日）8～ 18日間　※事業により異なります

�対象／小学3年生～高校 3年生の方まで　※事業により異なります

�説明会／全国12都市、5月下旬　※入場無料・予約不要

�参加費／190,000 円～ 520,000 円（共通経費は別途）

�申込期限／6月 4日（金）および14日（月）　※事業により異なります

■申 ■問  財団法人国際青少年研修協会　� 03-6459-4661　� 03-6459-4633
　〒 108-0073　東京都港区三田5-7-8-921　http:///www.kskk.or.jp

（社）さくら青年会議所公開例会

地域と私たちは　
　どうあるべきか
～やさしくつよい大人であるために～
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　4月から、地域包括支援センター業務

を、社会福祉法人柴田町社会福祉協議会

に委託となりました。これに伴い、柴田

町役場健康福祉課内から、下記の柴田町

地域福祉センターに移転しました。

�委託先／
　社会福祉法人柴田町社会福祉協議会

�場所／柴田町地域福祉センター　
　　　　（船岡字中島 68番地）

　　　　� 86-3340　� 86-3341

�利用時間／ 8：30～ 17：00まで
�休業日／土・日、祝日、年末年始

4 月 1 日から

地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域包包包包包包包包包包括括括括括括括括括括支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー地域包括支援センターががががががががががが
移移移移移移移移移移転転転転転転転転転転移転ししししししししししままままままままままししししししししししたたたたたたたたたたしました　地域の個性および資源を生かし、創意と工夫を凝らした魅力ある地域づくりへの取

り組みを支援します。

�補助対象事業／①地域資源を活用した地域活性化のための事業　②暮らしやすい生
　活環境整備のための事業　③個性豊かで魅力あふれる地域づくりのための事業

＜補助対象とならない事業＞
�施設整備などのハード事業　�国や県、他の団体の補助対象事業　�柴田町の他の

補助対象事業　�視察、研修、大会などへの参加を主たる目的とした事業　�継続的

に実施している事業　�地域で行う祭や運動会などで、すでに自主的・自立的に実施

されている一般的なイベント　�以前に柴田町ふるさと基金事業の対象となった事業

�既に柴田町地域づくり事業補助金の交付を受けた事業など

�対象／町内に住所を有する個人、団体および町内の事業所などに勤務する方々
�補助額／補助対象経費の1/2 以内の額で、20万円が上限となります。
※補助額は、選考事業数などにより調整される場合があります。

�申請方法／補助金交付申請書をまちづくり政策課あて提出ください。申請書などは、
　まちづくり政策課で配布します。また、ホームページからもダウンロードできます。

　詳細については、下記までお問い合わせください。

�申請期限／5月 14日（金）
�選考・決定方法／提出された補助金交付申請書に基づき、申請者とヒアリングを行
　い選考します。ヒアリング日時などは、追ってご連絡します。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

ギャラリー展示案内

★ 4月 25日（日）まで　押し花サロン「あさがお」…押し花とレカンフラワー展示
★ 4月 27日（火）～ 5月 9日（日）　書写教室作品展…大人も子どもも頑張りました

　オカリナミニコンサートと体験会　

　オカリナの柔らかな調べを楽しんで、オカリナに触れて鳴らしてみませんか？
�日時／ 4月 20日（火）15：00～　　　�主催／オカリナサークル

　教室のお知らせ　

　グリーンリーフイングリッシュ（英会話教室）間もなく開校！
�実施日時など／

�申込期限／幼稚園児：申込不要（当日参加者で実施）、小学生、大人：先着順
�参加料／各コース、教材費として毎回500円
�無料体験／幼稚園児と小学生の無料体験教室に参加してみませんか？
　4月 25日（日）10：00～

■申 ■問  しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」（イオンタウン柴田ショッピングセン
　ター内）　� 86-3631　� 86-3641　E-mail：yurupura@ji.jet.ne.jp

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

つかります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／4月27日（火）9：00～10：00
�場所／県仙南保健所 
�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／4月27日（火）10：00～12：00
�場所／県仙南保健所 
※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  県仙南保健所疾病対策班
　� 53-3121

内　　　容第 1回目コース・募集人数

楽しく歌ったり、ゲームをし
たり、自然に英語にふれてい
きます。

5月 16日（日）
10：00～ 10：30
※以降、毎週同じ曜日、時間

4・5・6歳児（親付添い）
募集人数：8組

英語の読み、書き、聞く力を育
て、きれいな発音を身につけ
ます。

5月 16日（日）
11：00～ 11：45
※以降、毎週同じ曜日、時間

小学生（4年生以上）
募集人数：8人

中学校卒業程度のレベルから
始めます。英会話力アップを
目指します。

5月 19日（水）
19：00～ 20：00
※以降、毎週同じ曜日、時間

大人（初級）　　　　
募集人数：8人
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主な行事日学　校

家庭訪問7～11船岡小学校
� 55-1064

避難訓練7

ＰＴＡ奉仕作業15

ＰＴＡ運営委員会7槻木小学校
� 56-1029

1 年生心電図検査10

眼科検診11～12

内科検診13～14

特別支援学級交流
会

28

田植え活動7柴田小学校
� 56-1430

ＰＴＡ奉仕作業8

1年生心電図検査10

避難訓練11

内科検診13

眼科検診14

内科検診（3年）12船迫小学校
� 55-5394

耳鼻科検診
（1・3・5年）

13

1 年生心電図検査20

歯科検診25

内科検診（4年）26

児童会総会27

田植え10西住小学校
� 53-3227

1 年生心電図検査12

家庭訪問31～6/4

家庭訪問31
東船岡小学校
� 55-1811

振替休業日17船岡中学校
� 55-1162

2 年宿泊体験・
1年自然体験

20～21

1 年青年の家合宿18～19槻木中学校
� 56-1331

振替休業日24

生徒総会28

振替休業日17船迫中学校
� 54-1225

ＰＴＡ奉仕作業29

生徒総会31

運動会22小学校共通

振替休業日24

郡陸上大会15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。

募 集

4歳児限定サークル

「チェリー」活動メンバー募集

■平成22年 3月 31日付退職者
○鈴木久子（槻木保育所）○氏家喜恵子（会計課）○佐藤松雄（しばたの郷土館）

○佐藤輝夫（都市建設課）○丹野千代子（健康福祉課）○山城美香（健康福祉課）

■平成22年 4月 1日付異動者（補佐級以上（昇格・昇任を含む）および新規採用者のみ掲載）
【総務課】○参事（仙南地域広域行政事務組合派遣継続）・加茂和弘○課長補佐（総括
班長兼秘書職員班長兼行政班長）・相原健一（健康福祉課）○課長補佐（みやぎ県南中

核病院派遣継続）・関場孝夫○副参事（秘書職員副班長）・五十嵐眞祐美（主幹）【まち
づくり政策課】○課長・大場勝郎（企画財政課）○参事兼地域再生対策監兼総括班長
兼企画班長・長谷川敏（総務課）○課長補佐（情報政策班長）・馬場敏雄（税務課）○課

長補佐（まちづくり推進班長）・関孝志（まちづくり推進課）○副参事（情報政策副班

長）・松崎みさ子（企画財政課）【財政課】○課長・水戸敏見（企画財政課）○課長補
佐（総括班長兼財政班長）・伊藤良昭（企画財政課）○技術補佐（契約財産班長兼車庫

長兼車両管理班長）・鎌田和夫（都市建設課）【税務課】○課長補佐（固定資産税班長）・
渡辺紀夫（副参事）【町民環境課】○主事・新田裕一（新採）○主事・高橋由希（新採）
【健康推進課】○課長・大宮正博（健康福祉課）○課長補佐（総括班長兼保健班長）・
宮城利郎（健康福祉課）○課長補佐（保険年金班長）・鈴木仁（町民環境課）○保健師

長兼保健副班長・佐藤浩美（健康福祉課）○栄養士・木村夏美（新採）○保健師・大

友理恵（新採）【福祉課】○課長・平間忠一（健康福祉課）○課長補佐（総括班長兼福
祉班長）・古積信弘（健康福祉課）○課長補佐（長寿介護班長）・中山恵美子（健康福祉

課）【子ども家庭課】○兼母子生活支援施設山下荘施設長・笠松洋二（課長）【船岡保
育所】○参事兼所長・仙石恵子（柴田児童館）○保育士・佐々木葵（新採）【槻木保育
所】○参事兼所長・笠原京子（船岡保育所）【西船迫保育所】○参事兼所長・熊谷優
子（所長）○保育士・竹内夏美（新採）【柴田児童館兼槻木児童館】○館長・加藤悦子
（西船迫保育所）【子ども家庭課兼母子生活支援施設山下荘】○課長補佐（母子生活支
援施設山下荘担当）兼母子指導員・半沢美智子（船岡生涯学習センター）【むつみ学園】
○園長・平間悦子（主幹）【農政課】○課長併農業委員会事務局長・加藤嘉昭（地域産
業振興課）○課長補佐（農政班長）・加藤寿彦（地域産業振興課）【商工観光課】○課
長・菅野敏明（まちづくり推進課）○課長補佐（商工観光班長）・大内孝（槻木事務所）

【都市建設課】○課長・大久保政一（上下水道課）○参事兼公共施設管理監兼施設管
理班長・小野宏一（企画財政課）○技術補佐（都市計画班長）・加藤秀典（住宅建築班

長）【槻木事務所】○次長（町民サービス班長）・佐藤和彦（町民環境課）【上下水道
課】○課長・加藤克之（技術補佐）○技術補佐（総括班長兼水道班長）・鈴木達哉（水
道班長）○課長補佐（お客様サービス班長）・加茂正一（地域産業振興課）【会計課】
○課長補佐（出納班長）・舟山恵記（しばたの郷土館）【第一幼稚園】○副園長・瀬戸里
惠子（主幹）【生涯学習課】○課長補佐（生涯学習班長）・佐藤すみ子（まちづくり推
進課）【船岡生涯学習センター】○副館長（学習支援班長）・鈴木照二（税務課）【しば
たの郷土館】○館長兼柴田町図書館長・駒板公一（むつみ学園）【柴田町図書館】○副
館長（図書班長）・卯花きよみ（生涯学習課）

　「来年幼稚園なのに大丈夫？」「近所に同世代の子どもがいない」などの心配や不安

がある方、同じ年齢の子ども同士、ママ同士楽しい時間を過ごしませんか？

�活動日時／毎月第2・4木曜日10：00～12：00　　　�場所／子育て支援センター

�対象／平成18年 4月～平成 19年 3月生まれの子どもと保護者

�募集人数／20組程度　　　�会費／100円（活動内容によって変更もあります）

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）　� 54-4040
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