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お知らせ版
平成22年7月1日

広報しばた・お知らせ版・第655号・柴田町役場まちづくり政策課・柴田町船岡中央2丁目 3-45（� 54-2111）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

【1次試験】
�日程／ 9月 19日（日）　　�場所／宮城県自治会館（宮城県庁北側）　　�内容／教養試験、一般性格診断検査 
【2次試験】
�日程／10月下旬から11月上旬までの間　　�場所／柴田町役場　　�内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断書審査など
【申込用紙の請求】
　総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を明記の上、120円

切手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。

【受付期間など】
�受付期間／7月 1日（木）～8月 2日（月）　　�受付時間／平日の8：30～ 17：15まで
※郵便の場合は、8月2日（月）午後5時までに柴田町役場に届いたものに限り受け付けます。

■申 ■問  総務課　� 55-2111　〒 989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45　Ｅメール :general-affairs@town.shibata.miyagi.jp

募 集

柴田町職員を募集します
受　　験　　資　　格職　務　内　容採用予定

人員職種試 験 区 分

平成元年 4月 2日以降に生まれた方で、高等学校を卒業し
た方または卒業見込みの方ならびに高等学校卒業程度の能
力を有すると認められる方

行政事務に従事しますが、税務、
用地交渉、災害対策などの業務
にも従事し、深夜勤務になるこ
ともあります。

1人程度行政
初 級

（高等学校卒業程度）

自力により通勤ができ、かつ介護なしに一般事務員として
職務が可能であり、次のすべての要件を満たす方
1）聴覚障害者、音声・言語機能障害、肢体不自由または身
　体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が 1級から
　4級までの方
2）常用の活字印刷文による出題に対応でき、かつ口頭によ
　る人物考査（個別面接）に対応できる方
3）平成元年 4月 2日から平成 5年 4月 1日までに生まれ
　た方（学歴は問いません）

一般行政事務に従事します。1人程度行政
障害者対象初級

（高等学校卒業程度）

■問  選挙管理委員会　� 55-2111

期日前投票 投票日当日、投票所に行き投票できない方は、期日前投票を行うことができます。

期日前投票期間区　　分

6月 25日（金）～7月 10日（土）参議院議員通常選挙

7月 7 日（水）～7月 10日（土）柴田町長選挙

※7月7日（水）以降ですと、すべての投票ができます。

�時間／8：30～ 20：00
�場所／役場1階町民ホール、槻木事務所会議室
�持ち物／投票所入場券（郵送されたもの）

　　本人分を切り離してお持ちください。

開票　日時／7月 11日（日）20:00～　　場所／船岡小学校体育館
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31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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金木
☆☆☆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／ 7月 18日（日）  毎月第 3日曜日

�水球大会／7月4日（日）  トレーニングジムエリアのみ  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

7 月 4 日（日） 9:00～16:00

7 月18日（日） 9:00～16:00

入間田テニスコート

7 月11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／7 月15 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／7 月21 日（水） 19:00
場所／船岡公民館

8
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

7月 6 日（火）近江　宣男

生　　活
7月13日（火）佐藤由美子

7月20日（火）飯渕　紀子

7月27日（火）関根　朝成

■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
役場第二会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

7月 7 日（水）大友　勝彦

人　　権 7月14日（水）桂川　クメ

7月21日（水）佐久間捷哉

7月28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

①70歳から 74歳の国民健康保険加入の方へ

　70歳から 74歳の方は、医療機関を受診するときの自己負担割合は1割または 3

割です。これは、前年の所得をもとに負担割合を判定し、8月から翌年の7月まで適

用されます。平成22年度（平成 21年中）の所得により負担割合が8月 1日から変

更になる方には、7月下旬に新たな負担割合を表示した被保険者証を送付します。
※負担割合に変更のない方には送付いたしませんので、有効期限まで現在お持ちの被保険者証を
　お使いください。

②後期高齢者医療被保険者証の更新をします

　現在お使いの被保険者証は有効期限が7月 31日で終了します。8月 1日から使用

する被保険者証は7月下旬に世帯ごとに送付します。
※保険証の色が今回の更新により、これまでのオレンジ色から緑色に変わります。古い保険証は
　新しい保険証に同封する返信用封筒にて、宮城県後期高齢者医療広域連合へお送りください。

③入院する時は「限度額適用認定証」の申請をしましょう！

　入院される場合、限度額適用認定証（以下、認定証）を医療機関に提示することに

より、医療機関で1カ月に支払う自己負担額（保険診療分）が、高額療養費の自己負

担限度額までとなります。入院される時は事前に申請し、認定証の交付を受けてくだ

さい。

≪国民健康保険≫
�交付の対象となる方／国民健康保険被保険者
　国民健康保険税に未納のある世帯については認定証が交付されないこともあります。

70歳から74歳の方は、認定証の提示がなくとも自己負担限度額までとなりますので

申請の必要はありません。ただし、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税

非課税の方は自己負担限度額が下がりますので申請してください。

�申請に必要なもの／国民健康保険被保険者証、印鑑
　すでに認定証の交付を受けている方は、有効期限が平成22年7月31日までとなっ

ています。8月以降も必要となる方は7月 14日（水）から受け付けを開始しますので

更新の手続きをお願いします。

≪後期高齢者医療≫
�交付の対象となる方／住民税非課税世帯に属する後期高齢被保険者
�申請に必要なもの／後期高齢者医療被保険者証、印鑑
　すでに認定証の交付を受けている方は、8月以降の新しい認定証については、交付

条件を審査の上、新しい保険証と併せてお送りしますので更新手続きは不要です。

■申  健康推進課保険年金班、槻木事務所
■問  健康推進課　� 55-2114
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　槻木白幡地区内の道路改修工事に伴い、

下記の通り車両通行止めとなっています。

工事期間中は交通誘導員を配置し、また

迂回路看板などを設置して円滑な誘導に

努めています。皆さまのご理解とご協力

をお願いします。

児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶養養養養養養養養養養養養養養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童扶養手当について
　8月 1日から、ひとり親家庭に対する自立を支援するため、父子家庭の皆さまにも
児童扶養手当が支給されます！
◆児童扶養手当を受給するためには、町へ申請（認定請求）が必要です。お早めにお

　問い合わせの上、11月 30日までに忘れずに手続きをしてください。11月 30日

　を過ぎると、「申請月の翌月分」からの支給になります。

◆手当額（月額）は、受給資格者（ひとり親家庭の父や母など）の該当する児童の数

　や所得などにより決定されます。
※請求者や同居の扶養義務者の所得による支給の制限があります。

　○児童 1人の場合：全部支給41,720 円、一部支給：41,710 円～ 9,850円

　○児童 2人以上の場合の加算額

　　2人目：5,000円、3人目以降 1人につき：3,000円

◆申請手続きに必要なもの

　○受給資格者および該当する児童の戸籍謄本（抄本）や住民票など

◆すでに、父子家庭として支給要件に該当している方は、8月1日より前でも申請がで

　きます。申請受付開始日は、7月 12日（月）からとなります。

◎11月 30日までに申請をいただくと、次の取り扱いとなります。

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

� 7月 31日までに支給要件に該当している方

　→「8月分」から支給されます。

� 8月 1日以降、11月 30日までに支給要件に該当した方

　→「要件に該当した日の翌月分」から支給されます。
　※8月～ 11月分が支給されるのは12月です。
　※申請の時期によっては、事務処理の都合上、支給が1月になる場合もあります。

道路工事道路工事によるによる

交通規制交通規制

■問  都市建設課　� 55-2120

期　間交通規制区間

6月下旬
～

8月 31日

車両通行止め
（8：30～ 17：00、
　　　夜間開放）

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～
�日時／7月6日（火）9：45～11：00
　�場所／農村環境改善センター
　�対象学区／全小学校学区
�日時／7月9日（金）9：45～11：00
　�場所／船岡生涯学習センター
　�対象学区／船岡小・東船岡小学校学区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談があります。事前の申
し込みは不要です。

�日時／7月13日（火）9：45～11：00
�場所／柴田児童館
�対象／3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／ 7月 7日（水）

一緒に遊ぼう
～児童館のお友達と遊びましょう♪～

� � � � � � � � � � � � � �

■申 ■問  子育て支援センターるんるん　
　� 54-4040

� � � � � � � � � � � � � �
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募 集

介護予防教室のお知らせ

　柴田町国民健康保険に加入されている方を対象に特定健康診査を実施します。受診
券は平成22年 4月 1日から継続して柴田町国民健康保険に加入している40歳から
64歳の方すべてに送付します。町内実施医療機関（下表）で受診してください。受
診予約が必要な医療機関は送付された受診券に記載してありますので確認してくださ
い。受診の際は、受診券、柴田町国民健康保険証、自己負担料、尿容器、前年度健診
結果通知書（お持ちの方）をお持ちになり、医療機関に提出してください。受診券が
健診月の7日までに届かない場合は下記にお問い合わせください。指定健診期間以外
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。なお、65歳以上の柴
田町国民健康保険加入者については、8月下旬～ 9月に集団健診として実施します。
受診券は8月に送付予定です。
�健診期間／7月～ 9月（行政区を下記の3グループに分けて実施）

�対象／40歳から 64歳の柴田町国民健康保険加入者
※平成22年 4月 1日から継続して加入している方で、年齢は平成23年 3月 31日現在です。

�自己負担料／1,700円
�実施医療機関／

■問  健康推進課　� 55-2114

　健康づくりは今からがスタートです。

普段の自分の食事量や食事バランスなど

を確認してみませんか？事前のお申し込

みは不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／7月23日（金）10：00～11：30
�受付時間／ 9：30～ 10：00
�会場／保健センター 1階
�対象／平成 22年度青年期健康診査を
　受けた方

�内容／健康づくりのコツ、自分に必要
　な食事量、食事バランスの確認など

�持ち物／①青年期健康診査結果通知表
　②結果通知表に同封の案内チラシ（チ

　ラシ裏面をご記入の上お持ちください）

　③筆記用具

�その他／託児をご希望の方は、7月20
　日（火）までにご予約ください。

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　日本脳炎予防接種は、平成17年 5月 30日に国からの中止勧告により実施を控え
ていました。昨年、新しいワクチンが承認されたことから、今年度は1期の初回接種
者を対象に国から積極的勧奨の通知がありました。
　つきましては、日本脳炎予防接種1期を再開しますのでお知らせします。
�対象／平成22年度 3歳・4歳児（平成 18年 4月～平成 20年 3月生まれの方）
�接種再開日／7月 1日（木）※予約受付はすでに可能です。
�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
　仙南クリニック、玉渕医院、宮上クリニック、村川医院、毛利産婦人科
�注意事項／
①日本脳炎予防接種の1期初回接種は、1週間～4週間の間隔で2回接種となります。
②予診票の再発行は健康推進課で行います。平日（月曜日～金曜日）8：30～17：15に
　母子健康手帳をお持ちの上、健康推進課にお越しください。
③日本脳炎予防接種2期（9歳～ 12歳）の方に対しては、積極的な勧奨は再開して
　いません。
④接種の機会を逃した方に対して国は検討中であり、現状では定期予防接種としては
　接種できません。

■問  健康推進課　� 55-2160

　自宅でもできる腰痛・肩コリ予防の体

操を紹介します。興味のある方は、お気

軽にご参加ください。参加は無料です。

�日時／7月12日（月）10：00～11：30
�場所／柴田町地域福祉センター
�講師／佐藤武士氏（常盤福祉会機能訓
　練理学療法士）

�対象／柴田町内にお住まいの方
�募集人数／ 20人（先着順）
�申込期限／ 7月 10日（土）

■申 ■問  柴田町デイサービスセンターさく
　ら苑　� 55-0922

　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、お気軽にご相談ください。

�日時／7月21日（水）13：00～14：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�内容／母子父子家庭の方々が抱える、
　さまざまな相談に応じます。

�相談料／無料　※事前予約が必要です。

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　母子・障害班　� 53-3132

受診券送付時期指定健診期間対象行政区グループ

6月下旬
7月 1日（木）
　～ 31日（土）

4、6A、6B、7B、8、9B、11C、12A、
14、16、18A、19、27、28、29A

1

7 月下旬
8月 2日（月）
　～ 31日（火）

1、2、7A、11B、12B、13、17B、20、
24、25、29B、29C

2

8 月下旬
9月 1日（水）
　～ 30日（木）

3、5、9A、10、11A、15、17A、18B、
21、22、23、26、29D、30

3

電話番号医療機関名電話番号医療機関名

57-1231高沢外科・胃腸科56-1451乾医院

56-1012玉渕医院55-1702太田内科

54-1034船岡今野病院56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院

55-4103宮上クリニック54-3755佐藤内科クリニック

54-2316村川医院57-2310しばた協同クリニック

  ※受診予約が必要な医療機関は受診券に記載してあります。55-1555仙南クリニック
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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おります。

（1）平成 21年議会懇談会での要望事項などの報告

（2）平成 21年度議会活動報告

（3）懇談 1　テーマ「防災～地震に備えて～」

（4）懇談 2　町政・議会全般について

�開催日時・会場など／

　「青少年のための柴田町民会議」では、

子どもたちがごみ拾いなどの体験から、

みんなで力を合わせる心や自分たちのま

ちを愛する心を育てることを目的として

事業を予定しています。本会から若干の

支援をしますので、共催事業として実施

してみませんか。

�対象団体・団体数／地域で取り組みを
　行う子ども会や育成会など、2団体予

　定※申込多数の場合は、調整することにな
　りますので、ご了承ください。

�申込期限／ 7月 15日（木）
�主催／青少年のための柴田町民会議

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　前年の所得が少ないなどで、国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは、本人

の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。これまで保険料の全

部または一部が免除になっていた方も、承認期間が6月で終了します。7月以降免除

を希望するときは、あらためて申請手続きをしてください。30歳未満の方に適用さ

れる「若年者納付猶予制度」も同様です。ただし、保険料の全額免除または若年者納

付猶予を受けていた方で、継続を希望していた方は申請の必要はありません。継続審

査を行い結果が通知されます。審査は前年の所得を基準としますので、前年の所得を

申告していない方は申告が必要です（無収入の場合も含む）。転入されてきた方の場合、

前住所地より所得証明書などを取り寄せていただくことがあります。以前に申請した

ときに却下となった方でも、7月以降は所得の審査対象となる年が変わりますので、

承認を受けられることがあります。申請が遅れると、その間の事故や病気について、障

害基礎年金などの給付が受けられないことがあります。お早めに手続きをしましょう。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2114、日本年金機構大河原事務所　� 51-3113

�日時／7月24日（土）13：00～20：30
※小雨決行（雨天：25日に延期）

�場所／陸上自衛隊船岡駐屯地
�内容／よさこい・みこしの演舞、水戸
　真奈美ライブ、花火大会など
※詳細は 7月 15日号お知らせ版をご覧くだ
　さい。

　

　一口 5,000 円で募集します。

　例えば「結婚祝」「○○記念日」「誕生

日」など、あなたの記念となるものなら

何でも結構です。打ち上げ前にアナウン

スで紹介します。

�申込期限／ 7月 15日（木）

■申 ■問  ザ・フェスティバル in しばた実行委
　員会事務局（柴田町商工会） � 54-2207

　会員以外の方でも認知症に関心のある

方なら誰でも参加できます。申し込みは

不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／7月15日（木）13：30～15：30
�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／認知症を学びみんなで支えよう
�参加費／無料

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

議会懇談会を開催します

国民年金保険料の納付が困難な方へ
　　　　　7月は免除申請の時期です　　　　　

※表の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
　各懇談会場に無料の臨時託児所を開設します。利用を希望される方は7月15日（木）

までに議会事務局へお申し込みください（事前申し込みのない方はご利用できません）。

■申 ■問  議会事務局　� 55-2136

担　当　議　員対象行政区会　場開催日時

�佐久間光洋　�　橋たい子
�広沢　　真　�舟山　　彰
�佐藤　輝雄　�我妻　弘国

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

保健センター
（4階）

7月 18日（日）
14：00～ 16：00

�平間奈緒美　�佐々木　守
�有賀　光子　�森　　淑子
�大坂　三男　�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

�佐々木裕子　�安部　俊三
�水戸　義裕　�星　　吉郎
�加藤　克明　�大沼　惇義

10.28.29A.
29B.29C.29D

船迫生涯学習
センター

�佐久間光洋　�　橋たい子
�広沢　　真　�舟山　　彰
�佐藤　輝雄　�我妻　弘国

21.22.23.24.
25.26.27

農村環境改善
センター

7月 18日（日）
19：00～ 21：00

�平間奈緒美　�佐々木　守
�有賀　光子　�森　　淑子
�大坂　三男　�白内恵美子

30西住公民館

�佐々木裕子　�安部　俊三
�水戸　義裕　�星　　吉郎
�加藤　克明　�大沼　惇義

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

船岡生涯学習
センター

募 集

「親子でのクリーン作戦」事業の
共催募集

ザ・フェスティバル in しばた

介護家族の会「よつば会」研修会

あなたの記念の花火を　
夜空に上げてみませんか

募
集



お知らせ版●6 第 655号

■船岡生涯学習センター　� 59-2520　
【児童図書】
○よーするに医学絵本・おなか編・けが編・インフルエンザ編（きむらゆういち）○

辞書びきえほん・日本地図・世界地図・国旗・ことわざ・もののはじまり・漢字（桧

山英男）○復習に役立つノート術（菊池省三）○知識が増える辞書引き術（深谷圭助）

○情報を整理する新聞術（岸尾祐二）○行け！シュバットマン（村中李衣）○かさを

かしてあげたあひるさん（村山籌子）○絵でわかる語源（丹羽哲也）

【一般図書】
○アロマテラピーの教科書（和田文緒）○伝承農法を活かすマンガでわかる家庭菜園

の裏ワザ（木嶋利男）○おいしい野菜の見分け方（徳岡邦夫・西村和雄）○いのちの

約束（板垣淑子）○おいしい手作り調味料（杵島直美）○子育てハッピーアドバイス

（明橋大二）○忙しいパパのための子育てハッピーアドバイス（明橋大二）

　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえ

る「七夕茶会」を夏休みに開催します。和

室での作法を学びながら楽しく体験して

みませんか。

�日時／ 7月 29日（木）、8月 5日（木）
　13：00～ 15：00（全 2回コース）

�場所／船迫生涯学習センター
�対象／町内小学生
�募集人数／ 15人
�参加費／実費（お茶・菓子代 2回で　
　1,000 円）

�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／ 7月 24日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　仙台市天文台の企画展やプラネタリウ

ムを見学しながら、講師の説明による人

と宇宙のつながりを学習します。

�日時／7月30日（金）12：30～17：00
�場所／仙台市天文台
�募集人数／ 20人
※小学校低学年の児童は保護者同伴

�参加費／小学生：無料（ＡＺ9パスポー
　ト持参）、大人：展示室 600円、プラ

　ネタリウム 600円

�交通手段／町バス
�申込期限／ 7月 17日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　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／7月21日（水）10:30～11:30
�場所／船岡生涯学習センター
�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）
　

　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／7月12日（月）15：00～16：00、
　7月 24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　

�日時／平成23年1月9日（日）10：00～
�場所／船岡小学校体育館
　柴田町内にお住まいの新成人の皆さ

まへの式典案内状は、郵送にてお届けし

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 26日（金）までにご連絡ください。

　

　柴田町では、平成 23年成人式を思

い出に残る式典になるよう一緒に作り

上げ、盛り上げてもらえる新成人の方

を募集しています。

　一生に一度しかない人生の門出づく

りに参加してみませんか。やる気のあ

る新成人の方、新成人でなくても有志

として成人式の企画・運営に携わって

いただける方、ぜひご応募ください！

  実行委員会 
�日時／ 9～ 12月の平日、19：30頃
　から数回開催予定

�募集人数／ 10人程度
�申込期限／ 8月 27日（金）

　

　成人式の式典で「抱負」「将来の夢」

など“新成人としての想い”を、新成

人を代表して発表してくださる方を募

集しています。あなたの「想い」を聴

かせてください。

�募集人数／ 2人
�応募方法／新成人としての「抱負」
　「夢」などを 1,000 字以内にまとめ

て提出（住所、氏名、生年月日、電話

番号を明記）。郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、

持参いずれでも可。

�応募期限／ 11月 5日（金）
�選考方法／提出された作文をもとに
選考します。選考結果は通知をもって

お知らせします。

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

こどもの本っておもしろい ! ぴいかぶう おはなし会

募 集

夏休み体験茶会
募 集

夏休み企画

～天文台へ行ってみよう～
平成 23年成人式

成人式実行委員募集！募
集

発表者募集！　　　
20歳のメッセージ

募
集

7 月は、第 60回社会を明るくする運動強調月間
～立ち直りを支える取り組みについての理解促進～

中学生による標語を
展示します

�期間・場所／ 7月 14日（水）～ 7月 23日（金）　槻木生涯学習センター
　　　　　　　 7月 27日（火）～ 8月 3 日（火）　役場町民ホール
�主管／柴田町社会を明るくする運動推進委員会　　�主唱／法務省



お知らせ版 ●7第 655号

募 集

花のまち柴田の

「ガーデニングスクール」

　基本健康診査を8月下旬～9月に集団

健診で実施します。受診を希望される方

は、7月 9日（金）までにお申し込みくだ
さい。なお、詳細については、8月 1日

号のお知らせ版に掲載予定です。

�健診内容／①基本的な健診の項目：診
　察、計測（身長、体重、腹囲、血圧）、

　検査（脂質、肝機能、ヘモグロビンA1c、

　尿、腎機能）

　②詳細な健診の項目（医師が必要と認

　めた方）：検査（貧血、心電図、眼底）
※今年度から実施する詳細な健診の項目は、
　前年度の健診結果などを踏まえて医師が判
　断し実施します。

�対象／ 40歳以上で、生活保護受給者
　または健康保険証の資格取得年月日が

　平成 22年 4月 2日以降の方
※年齢は平成23年3月31日現在。職場など
　で健診を受けた方または受ける方および特
　定健康診査または後期高齢者健康診査対象
　者の方を除く。

�自己負担料／40歳～64歳  1,700円
　　　　　　　 65 歳以上  1,400 円

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

�日時／ 7月 10日（土）、24日（土）

　9：30～ 11：00

�場所／しばたの郷土館

�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

　講座のお知らせ　

　ゆるりぷらっと学びましょう「柴田町の歴史と生活文化」講座のご案内
�テーマ／「巴宇魯（パウロ）の碑から見る柴田町の近代化」
�概要／槻木の葛岡に「巴宇魯（パウロ）の碑」と呼ばれている碑があります。明治
　25年に建てられた自由民権運動家の記念碑です。この碑からは柴田町の近代化の
　さまざまな場面を読み取ることができます。
�日時／第3章　7月 7日（水）14：00～ 15：00
　　　   第 4章　7月 21日（水）14：00～ 15：00
�対象／どなたでも受講できます　�募集人数／20人（先着順）　�参加費／無料
�申込期限／7月 4日（日）まで、「ゆる．ぷら」まで電話でお申し込みください。

　「大正琴ミニコンサート＆体験会」のご案内　

�日時／ 7月 15日（木）14：00～ 16：00
　楽譜が読めなくても、短時間で弾けるようになります。幅広いジャンルの曲を楽し
める大正琴をぜひ体験してみませんか。

　ギャラリー展示案内　“紙バンドクラフト”と“トールペイント”　

�期間／ 7月 6日（火）～ 19日（月）

�開館時間／10：00～ 18：00
� 7月の休館日／5日（月）、12日（月）、20日（火）、26日（月）

■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

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／7月13日（火）・27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／7月13日（火）・27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

　子育ての先輩が、栄養満点で子どもも

喜ぶ料理を伝授します。

�日時／7月15日（木）10：00～13：00
�場所／保健センター 2階
�メニュー／鳥のから揚げ梅風味、焼き
　餃子、オニオンサラダ、野菜スープ、

　うぐいす餅

�対象／小学校低学年までのお子さんを
　持つ保護者

�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 500円
�持ち物／筆記用具・エプロン・三角巾
�申込期限／ 7月 9日（金）
※託児あり（事前申し込みが必要。ただし 2
　歳児未満不可）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

募 集

柴田町各種婦人団体連絡協議会主催
子育て支援事業

「簡単！おいしい！料理教室」

　ガーデニングの基礎を学び、花のまち

柴田を目指すまちづくりに参加してみま

せんか。1回目となる今回は、ガーデニ

ングについての講話です。

�日時／7月24日（土）13：30～15：00
�場所／しばたまち交流ひろば「ゆる．
　ぷら」

�募集人数／町民の方 20人
�参加費／無料
�申込期間／ 7月 5日（月）～ 14日（水）
�その他／今後、月 1回
　開催する予定です。

■申 ■問  まちづくり政策課
　� 54-2111

開館時間
休館日

7月のトンボ玉体験会
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�申込方法／電話またはFAX（氏名・連絡先・講座名を記入、陶芸教室は午前か午後
　のいずれかを明記）でお申し込みください。

�申込期限／7月 13日（火）
※児童1人に保護者1人でお申し込みください。応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　� 57-1501　� 55-2250

　食生活改善推進員の養成講座として、

ふれあい教室を開催します。皆さんの参

加をお待ちしています。

�日程／8月～平成23年3月（年10回）

�場所／保健センター

�内容／健康講話・調理実習・運動実技

�募集人数／ 20人（先着順）

�参加費／無料（材料費実費負担）

�申込期限／ 7月 15日（木）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　実施時間の4分の 3以上を受講されると修了証が授与されます。

�場所／大河原商業高等学校　　　�対象／18歳以上のパソコン利用中級者程度
�募集人数／40人　　　�申込期限／7月 9日（金）　　　�受講料／無料
�応募方法／往復はがきに、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を 
　記入の上、お申し込みください。

�持ち物／USBメモリー（2GB以上推奨）、デジタルカメラで撮影した写真

■申 ■問  大河原商業高等学校　� 52-1064　〒989-1201 大河原町大谷字西原前154-6

　県特別支援教育研究会による研修会を

開催します。ぜひご参加ください。

�日時／ 8月 4日（水）14：00～ 16：00
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／「子どもの自立を育てる教育」
　～ライフステージを見通した支援の必

　要性～　講師：宮田広善氏（姫路市総

　合福祉通園センター所長）

�申込期限／ 7月 15日（木）

■申 ■問  船岡支援学校地域支援部（山本）
　� 54-2213

　ふらっと気軽に遊びにいける“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。7月 13日（火）

には、おもちゃ病院も開院します。

�日時／ 7月 6日（火）、13日（火）、27
　日（火）　10：00～ 11：30

�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴
　田店隣り）

�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　� 080-4178-9374

　あなたの土地（管理地）の樹木や生垣

を少し点検してください。枝が張りだし

て近所に迷惑をかけたり、通行の妨げに

なったりしていませんか。樹木の張り出

しは道路が狭くなったり見通しが悪くな

るだけでなく、道路標識が隠れてしまう

など、交通事故を引き起こす原因にもな

り大変危険です。歩行者や車両の通行に

支障がないよう、樹木の枝払いや生垣の

刈り込みなど適正な管理をお願いします。

■問  都市建設課　� 55-2120
　 町民環境課　� 55-2113

�日時／7月15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／ 8月 19日（木）

宮城県行政書士会ホームページ：

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

■問  福島行政事務所
　� 0224-63-5779

肢病専研修会のお知らせ
募 集

ふれあい教室生募集

募 集

仙南地域職業訓練センター 夏休み親子教室参加者募集

募 集

みやぎ県民大学　大河原商業高等学校開放講座
～上手なWebの歩き方～

募 集

子育てひろば
“ゆるりん”

内　　　　容日　　　　時

Webメールの活用
OpenOffice の活用

各回共通
9：00～ 12：00

8月 3日（火）第 1回

Webアルバムの活用8月 4日（水）第 2回

Google アースの活用
Google マップの活用

8月 5日（木）第 3回

情報モラルについて8月 6日（金）第 4回

講座内容持ち物日時・受講料講座名・募集人数

木の持つやさしさや温
もりを感じながら、親
子で力をあわせて「ミ
ニチェアー」作りに挑
戦します。

のこぎり、
きり、定規、
筆記用具

7月 25日（日）
9:00 ～ 12:00

受講料／ 1組 1,800 円

夏休み親子木工教室
募集人数：親子 30組

陶芸用粘土を使い、親
子で茶碗・マグカップ・
皿など、自分だけのオ
リジナル陶芸作品作り
に挑戦します。

エプロン、
雑巾 1枚、
ハンドタオル

7月 25日（日）
午前の部 10:00 ～ 12:00
午後の部 13:30 ～ 15:30

受講料／各部 1組 2,200 円

夏休み親子陶芸教室
募集人数：　　　　　
　午前の部・午後の部
各親子 30組　　 
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　現在、国では後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の検討を進めておりますが、

国民の皆さまのご意見を幅広く反映できるよう、各地で公聴会を開催いたします。

�日時／ 8月 4日（水）13：00～
�場所／太白区文化センター（たいはっくる）仙台市太白区長町5-3-2
※参加には入場券が必要です。

�申込方法／次の事項を記載の上、はがき、FAXまたは電子メールでお申し込みくだ
　さい（申込者多数の場合は抽選となります）。

　①「高齢者医療制度公聴会参加希望」と記載　②「開催地（宮城県）」と記載　③氏

　名（フリガナ）　④郵便番号・住所　⑤電話番号　⑥職業　⑦年齢

�申込期限／7月 21日（水）※郵送の場合は申込期限までの消印有効

■申 ■問   厚生労働省保険局高齢者医療課　� 03-5253-1111　� 03-3595-3506
　〒 100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2　Ｅメール：kochokai@mhlw.go.jp

�日時／8月22日（日）10：00～18：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／バンド演奏、フリーマーケット、
　屋台など

�申込期限／ 7月 15日（木）

■申 ■問  実行委員会（舟山）

　入場無料です。ぜひご参加ください。

�日時／7月23日（金）13：00～16：00
�場所／白石市いきいきプラザ
�内容／○講演「神経難病によくあらわ
　れる症状と対応について」　講師：今井

　尚志氏（国立病院機構宮城病院医師）

　○交流会

�募集人数／ 60人（先着順）
�申込期限／ 7月 20日（火）

■申 ■問  県難病相談支援センター
　� 022-211-3351

�受験資格／昭和62年 4月 2日～平成
　5年 4月 1日生まれの方

�受付期間／
　インターネット

　　7月 20日（火）～ 7月 27日（火）

　郵送または持参

　　7月 20日（火）～ 8月 3日（火）

�第1次試験／ 9月 26日（日）
�第1次合格発表／ 10月 13日（水）
�第2次試験／10月19日（火）・20日（水）
�最終合格発表／ 11月 11日（木）

■問  仙台入国管理局総務課
　� 022-256-6076

　夏恒例、えずこ野外ライブを開催しま

す。フリーマーケットや屋台も並び、お

祭りムード満点。ぜひご来場ください。

入場は無料です。

�日時／ 8月 1日（日）10：00～ 17：00
�場所／えずこホール野外（雨天時屋内）
�内容／県南アマチュアバンド 40組、
　フリーマーケット 20区画、飲食屋台、

　かえっこバザール（子どものおもちゃ

　交換）、エコ企画（うちわ作り）

■問  実行委員長（齋藤）

　第 36回柴田町民ゴルフ大会を開催し

ます。皆さまの参加をお待ちしています。

�期日／ 8月 14日（土）
�場所／表蔵王国際ゴルフクラブ
�対象／町内居住者および町内勤労者
�募集人数／ 160人（先着順）
�参加費（申込時納入）／ 3,000 円
�プレー代（当日納入）／メンバー 8,000
　円、ビジター 10,000 円

�競技方法／ 18ホールストロークプレ
　ー・ダブルペリア方式（打切りなし）

�申込受付／ 7月 1日（木）～

■申 ■問   表蔵王国際ゴルフクラブ
　� 56-1711
　船迫ゴルフガーデン
　� 57-2011

　公認指導員が指導します。お気軽にお
問い合わせください。参加は無料です。
�日時／ 8月 7日（土）13：30～ 15：00
　�内容／リズム運動（サルサ）
�日時／8月21日（土）10：00～11：30
　�内容／ジルバ・ルンバ
�日時／8月28日（土）13：30～15：00
　�内容／ジルバ・ブルース
�場所／槻木生涯学習センター 3階研修室
�対象／リズム運動に関心のある方（初
　心者の方）
�講師／財団法人日本ダンススポーツ連
　盟公認指導員
�募集人数／ 50人（先着順）
�申込期限／ 7月 30日（金）

■申 ■問  槻木ステップ代表（小室）
　

　堤防の変状確認のための除草で発生す

る刈草を無料で提供します。

�提供期間／ 1回目：5月～ 7月中旬
　　　　　　 2 回目：9月～ 11月

�提供場所／阿武隈川（県内）、名取川
�提供方法／梱包された刈草を現地で提供

■問  仙台河川国道事務所角田出張所
　� 0224-63-2315
　http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/

　国土交通省では、騒音の増大を招くマ

フラーの取り外しなどの不正改造を施さ

れた車両を排除するために、「不正改造

車を排除する運動」を全国的に展開して

います。ぜひこの機会に不正改造の防止

について理解を深めていただき、その排

除にご協力をお願いします。

■問  国土交通省東北運輸局宮城運輸支局検査・
　整備・保安部門　� 022-235-2513

募 集

入国警備官採用試験
募 集

難病患者と県民のための
医療講演・研修会

参加者募集

柴田町民ゴルフ大会
募 集

ダンススポーツ（社交ダンス）
初心者講習会参加者募集

「新たな高齢者医療制度に係る地方公聴会」を開催します

募 集

バンドフェスタ in しばた

参加バンド・フリマ募集

ライブ×エコ×屋台

真夏の野外音楽祭
～AZ MUSIC FESTIVAL 14th ～
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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。

※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。

※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。　　　※成人健康相談のある方はご連絡ください。

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伊藤先生平成 22年 2月生まれの方4か月児健康診査7/1（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 20年 12月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）2（金）

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）6（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
7（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）

  9：15～   9：45平成 21年 7月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

9（金）

  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）

12（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付14（水）

12：45～ 13：15内田先生平成 20年 3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）

20（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
21（水）

12：45～ 13：15曽我先生、佐藤（秀）先生平成 19年 1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村川先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）27（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付28（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）30（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
8/4（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本多（愛）先生、菊池先生平成 21年 1月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）6（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付11（水）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

83-6480村　田前田歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院52-1058大河原日下内科医院7/4

57-1711船　岡玉野井歯科医院52-3115大河原かわち医院55-1702船　岡太田内科11

84-4851川　崎西村歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科52-1123大河原安藤医院18

52-1080大河原はせ歯科医院51-3741大河原庄司クリニック54-3755船　岡佐藤内科クリニック19

55-4025船　岡歯科ヒライ51-4625大河原さくらの杜診療所52-2777大河原平井内科25

53-2555大河原えんどう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院51-5355大河原さくら小児科8/1

53-3563大河原村上歯科医院56-1451槻　木乾医院83-6061村　田村田内科クリニック8

52-1563大河原もり歯科クリニック54-1034船　岡船岡今野病院83-2445村　田中核病院村田診療所15

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　県内で必要なすべての血液製剤を県民の皆さんの献血により確保できるように、献血にご理解と

ご協力をお願いします。献血車が来町します。皆さんのあたたかいご協力をお待ちしています。

�日時／ 7月 31日（土）14：00～ 16：30　　�場所／マックスバリュ柴田店駐車場

�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。
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