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　家庭菜園で役立つ「やさいづくり教室」

を開講しましたので、ぜひご参加くださ

い。

�期間／ 4月～ 9月の土日（全 5回）
�場所／柴田町太陽の村研修室およびひ
　まわり市民農園

�内容／元宮城県野菜専門栽培員を講師
　として、各種やさいの栽培講習と肥培

　管理の現地指導

�募集人数／ 30人程度
�参加費／ 1,470 円（資料代として）

■問 ■申  柴田町観光物産協会
　� 56-3970

募 集

都市（まち）と農村（むら）の交流事業

農家でない人のための

「やさいづくり教室」

出場者募集

町民大会および宮城ヘルシー管内大会柴田町予選会

　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

代表者会議締切日開催場所年齢構成・人数開催日競　　　技　　　名

5月 26日（水）
船岡公民館
14：00～

5月 19日（水）総合運動場男女混合可・8人以内6月 11日（金）
6月 12日予備日

第 30回
町民ゲートボール大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）

6 月 2日（水）船岡体育館
ダブルス個人戦
学生・生徒を除く

6月 20日（日）
第 7回
町民バドミントン大会

6 月 10日（木）
船岡公民館
19：00～

6月 2日（水）船岡体育館

30歳代女子・5人以内
40歳代男子・2人以内
40歳以上女子・6人以内
50歳以上男子・2人以内

6月 27日（日）
第 48回
町民ビニールボール大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）

6 月 9日（水）
船岡公民館
19：00～

6月 2日（水）
総合運動場
並松Ｇ
阿武隈川Ｇ

20歳以上(基準日平成22
年 4月 1日 ) ただし、学
生・生徒は除く

6月 27日（日）
7月 4日（日）

第 38回
町民ソフトボール大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）

6 月 2日（水）船岡体育館
個人戦
学生・生徒を除く

7月 4日（日）
第 35回
町民ラージボール卓球大会

6 月 10日（木）総合運動場
個人戦
学生・生徒を除く

7月 15日（木）
7月 16日予備日

第 13回
町民グラウンド・ゴルフ大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）

■申  スポーツ振興室、生涯学習課、生涯学習センター（船岡、槻木、船迫）　9：00～ 17：00　※日曜・祝日・月曜（月曜日が祝日の場合は火曜日）は受け付けできません。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030
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�開催時間／10：00～ 12：00（スリーズは 13：30～ 16：00）
※会場の都合で変更になる場合があります。お問い合わせの上、ご参加ください。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）　� 54-4040

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

�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／ 5月 16日（日）  毎月第 3日曜日
�水球春季大会　5月 22日（土）・23日（日）
　　　　　　　　5月 22日（土）　トレーニングジムエリア利用時間　9:00～ 18:45 となります。
　　　　　　　　5月 23日（日）　トレーニングジムエリア利用時間　11:00～ 18:45 となります。
○…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 ～ 19:45 一部利用可（毎週火・木スポ少実施中は2コース分利用不可）

　　19:45 ～ 20:45 全面利用可

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

5 月 2 日（日） 9:00～16:00

5 月16日（日） 9:00～16:00

入間田テニスコート

5 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／5 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／5 月20 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

6
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

※お知らせ　柴田町民体育館の利用は改修が必要な
ことから平成22年 4月 1日より当分の間「使用休
止」となります。

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

5月11日（火）近江　宣男

生　　活 5月18日（火）佐藤由美子

5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
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

5月12日（水）大友　勝彦
人　　権

5月19日（水）渡邊みち子

5月26日（水）星　マサ子行　　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（火）（水）（金）日下　信子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

　県内外の公募展などで入賞・入選した町内の芸術家の作品（絵画、書、彫刻、工芸、
写真など26点）を展示します。
�会期／ 5月 30日（日）まで　　　�開館時間／9：00～ 16：30
�入場料／大人200円、高校生100円、小中学生50円（20人以上で団体割引有）
　

　緑豊かな船岡城址を借景に、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／ 5月 16日（日）9：00～ 15：00
　�如心庵／樋口宗正社中（裏千家） 濃茶席　�立礼／高橋宗喜社中（裏千家） 薄茶席
　�広間／伏見晋冲（玉川遠州流） 薄茶席
�茶券／前売券1,500円（3席濃茶席含む）、前売券　800円（2席薄茶席のみ）
　当日券500円（1席薄茶席のみ）　　　�主催／柴田町民茶会運営委員会
　

�日時／ 5月 8日（土）、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／600円　　�対象／小学4年生以上　　�協力／柴田町トンボ玉愛好会

桜の中の美術祭

しばた茶会

5月のトンボ玉体験会

募 集

子育て自主サークルに参加しませんか
主な内容場　　所開催日サークル名

自由遊び・季節の行事槻木生涯学習センター第 1・3金曜日おっぱいクラブ

自由遊び子育て支援センター毎週火曜日にこにこ

季節の行事槻木生涯学習センター第 2・4木曜日あっぷる

季節の行事西住公民館第 1・3金曜日ちょうちょ

おでかけ、季節のイベント船迫公民館・船岡生涯学習センター第 2・4木曜日ポップ

自由遊び・季節の行事子育て支援センター第 2・4木曜日チェリー

自由遊び中心船迫生涯学習センター第 2・4水曜日スリーズ
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団  員  募  集

「エコライフ」推進委員の募集

　「先の申込時に申し込まなかった」「最近転入した」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。

　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。指定医療機関は受診票に記載していま
す。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。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　町では、家庭などから出る食用油や布類などのリサイクルについて調査研究を行う
エコライフ活動委員を募集しています。
�募集人数／15人程度　　　�募集期限／5月 21日（金）
�募集資各／エコ・ごみの減量などに熱意がある町内に住む20歳以上の方
�活動内容／廃食用油、布類のリサイクルなどについての調査研究と実践活動
�活動期間／平成22年 6月～平成 23年 3月まで（月 1～ 2回程度）
�応募方法／所定の申込書に必要事項を記入の上、下記まで持参、郵送、ＦＡＸまた
　は電子メールで送付してください。申込書は、役場または槻木事務所の窓口に備え
　付けてあります。また、町ホームページからもダウンロードできます。

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113　〒 989-1692　柴田町船岡中央2-3-45
　Eメール：townspeople@town.shibata.miyagi.jp

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

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

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
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　平成 21年度の「ふるさと柴田応援寄
附金」は、3件 70,000 円のご寄附をい
ただきました。

　

ふるさと柴田応援寄附金制度とは？
　ふるさと柴田応援寄附金制度（ふるさ
と納税制度）とは、「ふるさとを応援した
い」「ふるさとや親しみを感じる自治体へ
貢献したい」という納税者の方々がその
自治体に寄附をした場合、寄附金相当額
が居住地の個人住民税などから控除され
るもので、上限はありますが、実質的に
ふるさとなどに「納税」できることによ
り、ふるさとを大切にしたいという納税
者一人一人の想いをかたちにしたもので
す。町では、寄附金を次の対象事業にあ
てて、「ふるさと柴田」を元気で魅力ある
ふるさとにしていきたいと考えています。
皆さまからの寄附による応援をお待ちし
ております。
1．桜のまちづくりに関する事業
2．教育に関する事業
3．福祉に関する事業
4．まちづくり（地域づくり）に関す
　る事業

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　町では、公正で透明な町政を実現するため、平成13年度から情報公開制度を実施
しています。また、平成17年度には個人の権利利益を保護することを目的とした個
人情報保護条例を施行し、町が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止などを請求
できる個人情報保護制度を実施しています。平成21年度の実施状況は、以下のとお
りです。
【平成21年度情報公開制度実施状況】

　

【平成21年度個人情報保護制度実施状況】

　

■問  総務課　� 55-2111

募 集

にこにこマンマ離乳食

ぴいかぶう おはなし会

　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／5月24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／ 5月 17日（月）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

★槻木保育所
○槻木保育所保護者会さんが、幼児用イ

　スを寄贈。

★船岡保育所
○船岡保育所保護者会さんが、洋式まま

　ごと・食育マグネットシアターを寄贈。

★船岡中学校
○昭和 40年度船岡中学校卒業「還暦を

　祝う会」さんが、船岡中学校教育充実

　費として 53,310 円を寄附。

�日時／5月20日（木）13：00～16：00
�場所／役場第二会議室
�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

　庭内の法律問題
※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。

�次回相談日／ 6月 17日（木）
宮城県行政書士会

http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所　� 0224-59-3277

　普段動かさない体を楽しくリズミカル

に一緒に動かしてみませんか。

�日時／毎月第 1・第 3土曜日
　10：00～ 12：00

�場所／槻木生涯学習センター

■問  3 Ｂ教室（大沼）　

�日時／ 5月 14日（金）～ 16日（日）
　9：00～ 17：00（16日は 15：00まで）

�場所／船岡駅コミュニティプラザ
※新規会員募集中です。

■問  柴田町野草愛好会（庄子）� 54-1403

　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊び、

折り紙などを一緒に楽しみませんか。ど

なたでも参加できます。

�日時／5月10日（月）15：00～16：00、
　5月 29日（土）10：30～ 11：30
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央 2丁目）

■問  庄司、小塩

　私たちと一緒にスカウト活動しません

か？まずはお電話ください。

�対象／就学前 1年（年長児）～高校 3 
　年生までの女子

�活動内容／野外キャンプ、募金活動、 
　森林活動など

■問  ガールスカウト宮城第11団委員長
（大沼）

会員募集

3 Ｂ体操愛好会
山野草展示会

さくら草ほか

募 集

ガールスカウト団員募集

寄附の使い道寄附金額寄附者

桜のまちづくり
に関する事業

30,000 円匿名

〃10,000 円匿名

〃30,000 円
小野宏一
（大河原町）

不服申立
て件数　

処　　理　　内　　容
請求件数

取下げ不存在非公開部分公開公開

－－－－－1818

不服申立て
件数

処　　理　　内　　容開示請求
件数 取下げ不存在非開示部分開示開示

－－－－1－1

平成21年度における情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
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　自由にふらっと気軽に遊びにくる“屋

根のある公園“です（予約は要りません）。

気軽にお出掛けください。5月11日（火）

には、おもちゃ病院も開院します。

�日時／ 5月 11日（火）、18日（火）、
　25日（火）の 10：00～ 11：30
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴
　田店となり）

�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

■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるり
ん（水戸）　

　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

方やＡＣ（機能不全家族）の方を対象

に精神保健相談員による相談を実施し

ます。（要予約）

�日時／5月14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／5月28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

　今月7日から 9日まで、交流ひろば「ゆる．ぷら」がポットカーネーションで

彩られます。柴田産の鉢花をブランド化するために、柴田鉢花研究会が展示即売

会を開催します。このほかにも、各種展示会やコンサートを開催します。ぜひご

家族でお越しください。

　ギャラリー展示案内　

★現在開催中、5月 9日（日）まで「書写教室作品展」および「ステンドグラス展」

★ 5月 7日（金）から 9日（日）10：00～ 17：00まで
　ポットカーネーション展示即売会　■問  農政課　� 55-2122

★ 5月 11日（火）から 23日（日）まで「戸塚刺しゅう作品展」

　オカリナミニコンサートと体験会　

�日時／ 5月 18日（火）コンサート15：30～ 16：00、体験会 16：00～ 16：30
�場所／「ゆる．ぷら」多目的スペース　　　�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、教材の実費程度として毎回500円

　この4月からの学校統合で新しい門出

を迎えた「白石高等学校合唱部」で、第

1回定期演奏会を開催します。

�日時／ 5月 16日（日）14：00～
�場所／えずこホール（仙南芸術文化セ
　ンター）

入場無料（ユニセフへのチャリティーコ

ンサート）

第 1部：白石高等学校校歌（混声合唱版）

　　　　星めぐりの歌

第 2部：オペラ「セロ弾きのゴーシュ」

■問  白石高等学校（目黒）
　� 0224-25-3154

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／5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／5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

募 集

子育てひろば“ゆるりん”
～毎週火曜日開催します～

第 1回白石高等学校
合唱部定期演奏会

■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　FAX86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
　まちづくり政策課　� 54-2111

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



お知らせ版●6 第 651号

入間田テニスコート 硬式テニス・
ワンポイントレッスン

会員募集

太極拳教室

はらから商品直売所オープン

移動なかよし広場  ～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～
�日時／ 5月 18日（火）9：45～ 11：00　　　�場所／船迫公民館
�対象学区／船迫小学校区　　　�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談があります。事前の申し込みは不要です。

　家庭教育やボランティア活動に関心を持ち、子育て支援に関わりたいと思って

いる方のための講座です。興味のある方は、ぜひ受講してください。

�場所／保健センター3階講習室
�講師／志賀智恵子氏（ニチイ学館ベビーシッター養成講師）、子育てサポーター
�対象／子育て中の親子を支援したいと思っている方
�募集人数／20人　　　�申込期限／5月 18日（火）

　柴田町テニス協会が設立されました。

入間田テニスコート一般開放時にテニス

協会による無料のワンポイントレッスン

を開催します。レッスンは日本テニス協

会の公認指導員が担当します。申し込み

は不要です。

�日時／毎月第2日曜日13：30～15：00

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

　中国から仙台大学に留学している学生と

一緒に、本場の太極拳を学んでみませんか。

�日時／毎月2回（日曜日 10：00～ 12：00）
�場所／船迫生涯学習センター
�募集人数／ 10人程度
�参加費／年間 5,500 円

■申 ■問  柴田町日中友好協会（大槻）
　

　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／6月26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、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

　社会福祉法人はらから福祉会くりえい

と柴田では、近隣の皆さまのご要望にお

答えするため、4月より同施設駐車場内

にはらから商品を販売する直売所をオー

プンしました。ぜひお気軽にお立ち寄り

ください。

�日時／毎週火曜日～土曜日 9：00～
�場所／くりえいと柴田（駐車場内）
　住所：柴田町大字船迫字土平 92

�取扱商品／豆腐、油揚げ、おから、レ
　トルト商品、おからパンなど

■問  社会福祉法人はらから福祉会くりえ
　いと柴田　� 58-7773

　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／ 5月 6日（木）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／ 5月 22日（土）9：00～ 15：00
※ 9：00に、ことりはうす駐車場に集合

�内容／鳥帽子岳の千年杉から石子沢遊

　歩道コースを歩きます。

�参加費／ 1,000 円

�申込期限／ 5月 20日（木）まで

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

　〒 989-0916刈田郡蔵王町遠刈田温

　泉字上ノ原162-1

　国民生活センターの発表では、赤ちゃ

んの抱っこベルト、抱っこひも使用時に、

赤ちゃんが子守帯から転落したり、窒息

事故を起した事例が報告されています。

赤ちゃんは気管が細いため、首を過度に

前屈させたりすると容易に気道が閉塞し

てしまいます。そのため、短時間で窒息

を起しやすいのです。利用する際は、顎

が胸につくほど強く曲がるなどで気道を

塞がないように注意してください。赤

ちゃんの顔が常に見えるようにし、首が

据わるまでは背あてや首あてがあるもの

を選ぶようにしましょう。また、股関節

脱臼を防ぐため、歩き出すまでは両足を

そろえず股を開いた状態で抱っこするよ

うにしましょう。

■問  町民環境課（消費生活相談）
　� 55-2113

スリングや抱っこひもなどの
赤ちゃん用子守帯に注意

宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター
ことりはうすイベント情報

春の蔵王トレッキング

子育てサポーター養成講座  ～一緒に学びましょう～

■申 ■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）　� 54-4040

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

内　　　　　　容日　　時
�子育てサポーターの役割
�実技指導「手遊び」ほか

5月 19日（水）
10：00～ 12：00

�子どもの心身の発達について
�実技指導「絵本の読み聞かせ」

6月 2日（水）
10：00～ 12：00

�「病気・事故・安全管理」について
�柴田町子育てサポーターの活動について

6月 18日（金）
9：00～ 12：00
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参加者募集

ライブ×フリマ×屋台 14 回目♪真夏の野外音楽祭

募 集

全国大会を目指して参加してみませんか
全国小学生陸上競技交流大会
柴田郡予選会

～新しく4年生の部も加わりました～

参加者募集

第 14回わんぱく相撲
仙南場所

�日時／ 5月 29日（土）雨天決行
�場所／仙台大学陸上競技場
�対象／柴田郡内在住の小学 4・5・6年
　生（対象外種目に 3年生の部あり）

�申込期限／ 5月 15日（土）まで
※詳細は各学校へ配付している開催要項に従
　い、学校単位で申し込みください。

■申 ■問  柴田町陸上競技協会 川勝郁夫
　

　昨年4月より、国民年金や厚生年金に加入する被保険者一人一人に対して、保険料

納付実績や年金額の見込みなど、年金に関する個人情報を被保険者にわかりやすく通

知し、ご確認いただくための「ねんきん定期便」が送付されます。初年度となる平成

21年度は、これまでのすべての期間についての記録が通知されましたが、今年度は

35歳・45歳・58歳の方には昨年と同様にすべての期間についての記録が、その他

の年齢の方には年金加入期間、年金見込み額、直近1年分の厚生年金の標準報酬月額・

賞与額および保険料納付状況が通知されます。

○送付対象者　国民年金、厚生年金の被保険者（国民年金・厚生年金に加入されてい
ない方、既に年金を受給する年齢の方などにはねんきん定期便は発送

されません）

○送付時期　平成21年 4月より毎年誕生月（送付時期は月の初旬から月の下旬まで
生まれ年ごとに送付されますので、お誕生日が過ぎた後、月末に届くこ

ともありますのでご了承ください。）

○通知される内容
【35歳・45歳・58歳の方】

下記のすべての内容を更新して通知されます。

①年金加入期間（加入月数・納付済月数など）

②年金見込額

　50歳未満の方：加入実績に応じた年金見込額

　50歳以上の方：「ねんきん定期便」作成時点の加入制度に引き続き加入した場合の

将来の年金見込額。既に年金受給中（全額停止中も含む）の方には

年金見込み額は通知されません。

③年金加入履歴（加入制度・事業所名称被保険者資格取得・喪失年月日など）

④保険料の納付額（被保険者負担分累計）

⑤厚生年金のすべての期間ごとの標準報酬月額・賞与額、保険料納付額

⑥国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納付状況（納付、未納、免除などの別）
※昨年は「ねんきん定期便」初年度とのことで、すべての人に上記の内容が通知されました。

○年金加入記録回答票
　「ねんきん定期便」には、「年金加入記録回答票」が同封されています。加入履歴を

確認して、漏れや誤りがあったときはその箇所を記入し、返信用封筒で郵送してくだ

さい。「ねんきん特別便」に回答していない方は必ず回答をお願いします。

■問  日本年金機構　� 0570-05-1165

　県南地域で活動するミュージシャンが一堂に集結する音楽の祭典「アズ・ミュージッ

ク・フェスティバル」を開催します。バンドなどの演奏者やフリーマーケットの参加

者を募集中です。

�日時／ 8月 1日（日）10：00～ 17：00　　　�場所／えずこホール（野外スペース）
�募集内容・申込先／
○アマチュアバンドなどの演奏者30組　※高校生以上。テープ審査あり
　�参加費／1人 2,000円（記念品あり）　�申込先／小田部晃二郎　� 53-2134
○フリーマーケット出店者25区画
　�参加費／1区画 1,000円　　　　　　�申込先／板橋芳子　� 022-386-3306
○ホームページからの申し込み
　http://www16.plala.or.jp/slowlive/azfes/recruit2.htm

�申込期限／5月 31日（月）※住所、氏名、連絡先を明記してＦＡＸで申し込みください。

■問  大河原町役場（長谷川）

　鶴亀キャッチフレーズ

○二度とない人生を、思いやりと優しい

　心でつくる

○目で見てわかる福祉

○身近な人たちに愛の手を

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会
　� 58-1077

�日時／ 5月 23日（日）9：30～
�場所／槻木生涯学習センター
�出演／地元民謡の先生、舞踊団体ほか
�入場料／無料

■問  兆水会（高橋） 

　白石青年会議所では身近に行える相撲

を通じ、子どもたちの心身の鍛錬と健康

の増進を目的とするわんぱく相撲仙南場

所を開催します。4年生以上の優勝者は

夏休みに両国国技館で行われる全国大会

へも出場できます。参加は無料です。

�日時／ 6月 5日（土）受付 8：00～
�場所／蔵王町立宮小学校屋外土俵場
※雨天時は宮小学校体育館

�対象／男子小学生（1～ 6年生）
�申込期限／ 5月 24日（月）まで

■問  社団法人白石青年会議所（佐藤）
　� 0224-24-4555

第 26回兆水会

謡水教室民謡の集い

団員募集

福祉劇団鶴亀
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※ 1 歳 6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳 6か月児健康診査を受ける方は、歯ブラシとタオルをお持ちください。

※ 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

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 20年 10月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）5/7（金）
12：45～ 13：15宮上先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）10（月）

  9：15～   9：45平成 21年 5月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

11（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付12（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 12月生まれの方4か月児健康診査13（木）

  9：00～ 10：00食生活が心配な方および家族
食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）17（月）

13：00～ 15：00本多（修）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乾先生平成 20年 1月生まれの方
2歳児歯科健康診査（フッ素塗布希望
者は調査票をお持ちください）

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、和野先生平成 18年 11月生まれの方3歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）

12：45～ 13：15本多（愛）先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）25（火）
  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）27（木）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

6/2（水）
13：00～ 15：00本多（修）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 22年 1月生まれの方4か月児健康診査3（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 20年 11月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）4（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付9（水）

  9：15～   9：45平成 21年 6月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

11（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-8020大河原いのうえ歯科医院51-1502大河原大河原整形外科クリニック52-2777大河原平井内科5/2

56-2766槻　木乾歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院52-1058大河原日下内科医院3

56-1026槻　木飯淵歯科医院51-3741大河原庄司クリニック51-5355大河原さくら小児科4

53-2348大河原安藤歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所55-1702船　岡太田内科5

55-5493船　岡川口歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院53-1460大河原甘糟医院9

57-2950船　岡菊池歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院56-1012槻　木玉渕医院16

52-2250大河原大河原歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック54-2316船　岡村川医院23

54-5005船　岡こや歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科58-2220船　岡ふなばさま医院30

52-2533大河原後藤歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-5503村　田町南診療所6/6

83-2419村　田榊原歯科医院51-1502大河原大河原整形外科クリニック83-2088村　田山田医院13

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　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）

参加者募集

　にこにこ妊婦
歯っぴータイム
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