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�募集対象／おおむね 65歳までの方で、

　保健師の資格を有し、普通自動車運転

　免許を取得している方

�雇用期間／平成22年10月1日～平成

　23年 3月 31日（6カ月間）

�業務内容／介護認定事務および特定高

　齢者施策事業補助

�募集人数／ 1人

�勤務時間等／月曜日～金曜日 9：00～

　17：00（1日7時間勤務） 月15日程度

�賃金／時給 1,200 円

�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、

　資格証の写しを添付の上お申し込みく

　ださい。

�申込期限／ 9月 14日（火）

�選考方法／書類審査および面接

�その他／採用になった場合、健康診断

　書を提出いただきます。

■申 ■問  福祉課　� 55-2159

　申し込まれていない方で受診をご希望の方は 9月 27日（月）までお申し込みくださ
い。当日会場でのお申し込みはできません。日程や会場などの詳細についてはお知ら

せ版8月 1日号をご覧ください。

�募集人員／ 4歳児　30人

�入園資格／町内居住の平成 18年 4月

　2日から平成 19年 4月 1日までに生

　まれたお子さん

�在園期間／平成23年 4月 1日～平成

　25年 3月 31日

�申込方法／第一幼稚園で配布する入園

　願書にてお申し込みください。

�願書配布・受付期間／9月15日（水）～

　10 月 8 日（金）8：30 ～ 17：15（土・

　日曜日、休日、

　10/4（月）を除く）

■申 ■問  第一幼稚園
　� 55-1136

【結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）】
�対象／○結核検診：65歳以上の方（肺がん検診も兼ねて受けられます）
　○肺がん検診：40歳以上の方（65歳以上の方は結核検診も兼ねて受けられます）
※注意：職場や医療機関で受けた方または受ける予定の方および治療中の方などは対象外となります。

　また、結核検診は感染の拡大を防ぐため、お申し込みの有無が確認できない方に対しても受診票を

　配布する場合がありますので、ご了承願います。

�検診内容／胸部レントゲン間接撮影
�自己負担料／① 65歳以上の方 無料　② 40歳～ 64歳の柴田町国民健康保険加入
　者 200 円　③上記以外の方 400 円

【肺がん検診（かくたん細胞診検査）】
�対象／ 50歳以上で多量に喫煙されている方または 40歳以上で最近 6カ月以内に
　血の混じっているたんのあった方

�検診内容／容器にたんを3日間続けて採り、がん細胞の有無を検査します。容器は
　保健センターまたは槻木事務所にご提出ください。※受け付けは結核・肺がん検診（Ｘ
　 線写真撮影）受診時に行います。事前のお申し込みは不要です。

�自己負担料／①75歳以上の方および柴田町国民健康保険加入者400円　②上記以
　外の方 800円

【肝炎ウイルス検診】
�対象／① 40歳の方（対象者全員に受診票を送付しますが、職場などで受けたこと
　がある方または受ける方は対象外となります）　② 41歳以上で、過去に肝炎ウイ

　ルス検診を受けたことがない方で受診を希望される方（電話でのお申し込みが必要

　です）

�検診内容／問診、採血検査（Ｂ型：HBs 抗原検査、Ｃ型：HCv抗体検査）
�自己負担料／ 700円

【基本健康診査】
�対象／ 40歳以上で、次のいずれかの条件に該当する方
　①生活保護受給者　②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
※注意：職場などで健診を受けた方または受ける予定の方および特定健康診査または後期高齢者健康

　診査対象者は対象外となります。

�健診内容／①基本的な健診の項目：診察、計測（身体、血圧、腹囲）、検査（脂質、
　肝機能、ヘモグロビンA1c、尿、腎機能）

　②詳細な健診項目（医師が必要と認めた方）：検査（貧血、心電図、眼底）
※注意：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。前年度健

　診結果通知書をお持ちの方は当日お持ちください。

�自己負担料／① 65歳以上　1,400 円　② 40歳～ 64歳　1,700 円

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160
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■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997
開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象等教室名・会場

募集の詳細は後
日のお知らせ版
に掲載します。

10月
（1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通して
学びます。

未就学児と
その保護者
10組

子どもの躾はぬくもりで
「親子スキンシップ教室」
　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

10月・1月
(2 回 )

無料
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

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
に掲載します。

11月
（1回）

無料
地元の歴史や生活文化に焦点をあて、槻木地
域を行き交った人々の紀行文から読み取れ
る槻木の近世を学びます。

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
に掲載します。

11月 20日
( 土 )

無料
“心つながるコミュニティを考えよう”をテ
一マに地元に開設する特別養護老人ホ一ム
の話を聴きます。

65歳以上の
町民

シニア「いきいき」講演会
　農村環境改善センター

募集の詳細は後
日のお知らせ版
に掲載します。

3月
（1回）

材料費
実費

「そば」について学習し、実際にそば打ちを
体験します。

小学生 (4年生
以上 )とその保
護者 8組　　  

地産地消のそば打ち体験教室
　農村環境改善センター

3 月 25日（金）
10:00 ～ 11:30
13:30 ～ 15:00

3 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  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 

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／ 9 月 1 日（水）～ 11 日（土）　9：00～ 17：00　※日曜日、月曜日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。

開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象等教室名・会場

募集の詳細は後
日のお知らせ版
に掲載します。

12月
（1回）

材料費
実費

親と子のふれあい教室として、クリスマスを
演出する「リース」を手づくりで作成します。
楽しいクリスマスにしてみませんか。

小学生と
その保護者
6組

クリスマスリースづくり教室
　船岡生涯学習センター

募集の詳細は後
日のお知らせ版
に掲載します。

12月
（1回）

材料費
実費

創作活動を通して、物づくりの楽しさや子ど
もたちの想像力を豊かにし、親と子がふれあ
いながら体験します。

小学生と
その保護者
5組

親子ものづくり体験�（ミニ門松づくり）
　西住公民館

募集の詳細は後
日のお知らせ版
に掲載します。

1月
（1回）

材料費
実費

創作活動を通して、物づくりの楽しさや子ど
もたちの想像力を豊かにし、親と子がふれあ
いながら体験します。

小学生と
その保護者
5組

親子ものづくり体験� （竹馬づくり）
　船岡公民館

募集の詳細は後
日のお知らせ版
に掲載します。

3月
（2回）

材料費
実費

野外活動体験「炭焼き」を通して、趣味の分
野を広げ、炭の効能や活用方法を学んでみま
せんか。

町　民
10人

お父さんの炭焼き体験
　船岡生涯学習センター

開催日時期  間参加料内　　　　　容募集対象等教室名・会場

12 月 24日（金）
13月 25日（金）
上映時間
10:00～ 12:00
13:30～ 15:30

12 月・3月無料

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・児童と
その保護者

こども映画会
　船迫生涯学習センター

11 月 15日号の
お知らせ版で詳
細を掲載します。

12月
（3回）

無料

「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、参加しませんか。
　子どもから大人まで、男女問わず募集します。
　講師：佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）

町　民
15人

お正月に着物を着よう
　船迫生涯学習センター
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区分 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水
☆休

館
日

☆☆☆☆☆☆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／ 9月 19日（日）  毎月第 3日曜日

○…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

9月19 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

9月12 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／9 月15 日（水） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／9 月16 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

10
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

9月14日（火）佐藤由美子

生　　活 9月21日（火）飯渕　紀子

9月28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

9月 1 日（水）大友　勝彦

人　　権 9月 8 日（水）木島　基子

9月15日（水）佐久間捷哉

9月22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

　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／9月24日（金）10：00～11：30
�受付時間／ 9：30～ 10：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／平成 22年度特定健康診査を受
　けた 40歳から 64歳の方（社会保険

　被扶養の方も含む）

�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特定健康診査結果通知表
　②結果通知表に同封の案内チラシ
　※町国民健康保険加入者のみとなります。
　　チラシ裏面をご記入の上お持ちください。

　③筆記用具　④眼鏡（必要な方）

■問  健康推進課　� 55-2160

　歯や歯ぐきの病気予防、早期発見のた

め成人歯科健康診査を実施します。対象

者の方には個別に通知を送付しています。

通知が届かない場合は、ご連絡ください。

受診券がないと受診できません。

�健診期間／ 9月 1日（水）～ 10月 31

　日（日）

�健診方法／個別歯科健康診査（町内の

　歯科医院に予約し受診してください）

�健診内容／歯周病・むし歯の有無、入

　れ歯の適合具合など

�対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方
※年齢は、平成 23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

　町では、かけがえのない命を守るため、

みんなで支えあえる町を目指して、心の

健康づくり講演会を開催します。

�日時／9月25日（土）13：30～15：00
�受付時間／ 13：00～
�場所／保健センター 4階
�内容／○講演「心とこころで命をつな
　ぐ」～自殺予防、今私たちにできるこ

　と～　講師：佐々木久長氏（秋田大学

　医学部准教授）○保健師による心の健

　康相談会

■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／10月16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、祝日を除きます。

�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

心の健康づくり講演会
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�開会日時／ 9月 3日（金）10：00（予定）
�場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階
�手続き／傍聴席入口にある傍聴人受付
　票に氏名などを記入し提出してくださ

　い。

�日程／ 9月 3日（金）町政報告など
　6日（月）～ 8日（水）一般質問
※以後の日程については、議案の内容により
　決定します。

■問  議会事務局　� 55-2136

　今年は国民読書年です。そして柴田町民待望の図書館も開館しました。
　そこで町では、これを記念した講座を宮城県教育委員会との共催で開催します。書
物や物語の世界に触れながら、あらためて図書の持つ魅力を発見してみませんか？

　初めての妊娠の方、

何度か経験している方、

喜びや楽しみとともに、

それぞれ悩みや不安があるのではないで

しょうか。

　妊婦同士の交流を通して、健康に妊娠

期を過ごせるように、一緒に体験をしま

せんか？予約は不要です。当日直接会場

にお越しください。

�日時／ 9月 9日（木）9：30～ 11：40
�受付時間／ 9：00～ 9：20
�場所／保健センター 1階
�内容／○ママ体験（胎児人形抱っこ体
　験など） ○妊娠中の食生活 ○歯の手

　入れについて ○妊婦生活についてみ

　んなで語ろう！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

　子どもの発達は生後3歳までが著しく、この期間にたくさんのことを経験させるの
が望ましいと言われています。3歳になる前の大切な時期に、楽しいイベントに参加
して親子のきずなを深め、子育てのヒントをつかみませんか！
�日時・内容／第1回  9月 18日（土）10:00 ～ 12:00「親子ふれあい体操教室」

第2回  10月 6日（水）10:00 ～ 12:00  「わらべ歌と絵本読み聞かせ」
第3回  12月18日（土） 10:00 ～ 12:00　音楽と劇「みんなおいで！」

�場所／船岡生涯学習センター
�対象／平成20年 4月～平成 21年 3月生まれのお子さんと保護者の方（原則とし
　て3回とも出席できる方）
�募集人数／50組程度　　�参加費／無料　　�申込期限／9月 15日（水）

■申 ■問  柴田町子育て支援センター　� 54-4040

　（社）さくら青年会議所では、毎年国際
交流事業の一環としてホームステイを実
施しています。東北学院大学留学生（外
国人）の方々が大河原町・柴田町・村田
町内の一般家庭に1泊2日でホームステ
イします。
　受け入れ先を募集しますので、ご応募
をお待ちしております。
�日時／ 10月 9日（土）～ 10日（日）
�応募期限／ 9月 15日（水）

■申 ■問  （社）さくら青年会議所 指導力開発
　委員会（庄司）

�日時／9月16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／ 10月 21日（木）
宮城県行政書士会

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

■問  福島行政事務所 � 0224-63-5779

　自分で着ることや着物の手入れ法など、

毎回楽しく活動をしています。一緒に活

動する会員を募集中です。

　見学からでもお気軽に参加してみませ

んか。

�日時／ 9月 11日（土）・25日（土）
　13:00 ～　※毎月第 1・第 3土曜日に開
　催しています。

�場所／船迫生涯学習センター

■問  着付愛好会（佐藤）

募 集

みやぎ県民大学

「書物の楽しみ、図書館へのいざない」受講者募集！

�場所／柴田町図書館（しばたの郷土館）
�対象／18歳以上の県民　　�参加料／無料　　�募集人員／30人程度
�申込方法／電話、FAX、Eメール　　�申込期限／9月 30日（木）
※3回以上出席した受講生に宮城県教育委員会教育長から修了証が交付されます。

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

募 集

『3歳児ワールド 2010』参加親子募集！

募 集

～国際交流事業～

ホームステイ先の募集
募 集

着付愛好会
会員募集

柴田町議会

第 3回定例会
傍聴のご案内

講　　師日　　時内　　　　　容

東北福祉大学兼任講師
　高梨富佐 氏

10月 21日（木）
10:30 ～ 12:10

第 1回
「子どもとともに楽しむ図書館」

紙芝居作家
　ときわひろみ 氏

10月 27日（水）
10:30 ～ 12:00

第 2回
「紙芝居の世界とその魅力」

民話語り部
　後藤りつ子 氏

11月 10日（水）
10:30 ～ 12:00

第 3回
「民話の世界、昔話の世界」

宮城県図書館主幹
　内馬場みち子 氏

11月 17日（水）
10:30 ～ 12:10

第 4回
「書物の楽しみ、図書館へのいざない」
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柴田ふるさと秋まつり

�日時／ 10月 3日（日）10：30～ 14：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／
�ふるさとの食卓（町内産の新米と地場産食材をふんだ

　んに使った昼食バイキング）

�餅つき体験（きねとうすを使い自分でついた餅をその

　場で試食）

�おそとであそぼう！（竹馬などの昔遊び）

�新米、朝採り野菜、加工品や花などの地場産品の即売

�オオクワガタの展示即売
※内容について、変更になる場合がありますのでご了承ください。

●ふるさとの食卓昼食券
　限定250食となりますので、事前に前売券をお求めください。

�料金／前売り1,000円、当日 1,100円（小学生 500円）
�発売日／9月 6日（月）
�販売所／柴田町太陽の村、ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部（槻木上町）、農政課（役
　場2階）

■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（農政課内）� 55-2122

　心温まるイベントです。ご家族、お友達などお誘い合わせの上、ぜひ足をお運びく

ださい。お待ちしております。

�日時／ 9月 20日（月・祝日）　12：00～ 15：40　※入場無料
�場所／船岡小学校体育館
�内容・時間／
■フロアイベント
　�平和のためのパネル展示など　12:00 ～

　�槻木小学校吹奏楽の演奏　　　13:00 ～

■ステージイベント
　第1部　オープニング　非核・平和の朗読劇　13:30 ～

　第 2部　地球のステージ 　　　　　　　　 　 14:00 ～ 15:40

　　　　　桑山紀彦さん（ＮＰＯ法人「地球のステージ」代表）が贈る

　　　　　“平和のための映像と歌と語りのコンサート”

■問 「2010しばたまち平和の祭典」実行委員会（児玉）

�日時／ 9月 11日（土）13:00 ～ 21:00 ※小雨決行（荒天の場合は12日に延期）
�場所／船岡銀座通り商店街（車両通行止による歩行者天国）
�内容／バンド演奏、子どもみこし、子ども中心の踊り、ゲーム大会、カラオケ大会、
　歌謡ショー、柴田スタンプ会による野菜詰め放題・出庫市、チャリティー大抽選会、

　環境に配慮したエコな町づくり「空き缶交換会」（アルミ缶20個でお買い物券と交

　換、1人 100個まで）
※第2行政区まつりも同時開催
※内容が変更になる場合があります。新聞折り込みチラシでご確認ください。

■問  柴田ふるさと秋まつり実行委員会事務局（柴田町商工会内）� 54-2207

第 7回 しばたコメ祭り
～コメはいのち　食卓の主役は、しばたのおいしいごはん～

◇柴田町非核平和都市宣言記念事業◇

2010 しばたまち　平和の祭典
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　県内では毎年 600人もの方が自ら命

を断っています。これは交通事故による

死亡者数の約 6倍です。

　一人一人がかけがえのない大切な人で

す。誰かに話をすることで、気持ちが軽

くなることもあります。一人で悩まず相

談しましょう。

 ①県精神保健福祉センター

こころの相談電話

�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15

　� 0229-23-0302

 ②県仙南保健福祉事務所（母子・障害班）

�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15

　� 53-3132

 ③仙台いのちの電話

�日時／年中無休　24時間受付

　� 022-718-4343

「毎月 10日は自殺予防いのちの電話 ｣

�日時／毎月 10日 8：00～翌朝 8：00

　� 0120-738-556

 ④健康推進課（保健班）

�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15

　� 55-2160
※①②④は土・日曜日、祝日を除きます。
　

あなたにもできる自殺予防のための行動
＜気づき＞

家族や仲間の変化に気付いて声をかける。

＜傾聴＞

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける。

＜つなぎ＞

早めに専門家に相談するよう促す。

＜見守り＞

温かく寄り添いながらじっくりと見守る。

■問  健康推進課　� 55-2160

　平成20年 1月 1日以前に存在している自己の居住用の家屋 (賃貸住宅は除く )に

ついて、平成20年 4月 1日から平成 25年 3月 31日までの間に、一定の省エネ改

修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。

○対象となる工事
　次の①から④までの工事のうち①を含む工事で、現行の省エネ基準を満たす改修工

事であり、費用が一戸当たり30万円以上であること。

①窓の改修工事（二重サッシ化、複層ガラス化など）　②床の断熱改修工事　③天井

の断熱改修工事　④壁の断熱改修工事

○減額される期間と範囲
①工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。　②一戸当た

り120�相当分までの税額の3分の 1が減額されます。
※固定資産税の減額については省エネ改修工事のほかに住宅のバリアフリー改修、住宅耐震改修
　に伴う減額制度もありますので、詳しくはお問い合わせください。

■問  税務課　� 55‐2116

�日時／ 9月 3日（金）、9月 10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しています。

■問  農政課　� 55-2122

　国民年金の被保険者期間は20歳から 60歳までですが、60歳までに老齢基礎年金

の受給資格期間（25年）を満たしていない場合や、納付済期間が少ないため老齢基

礎年金を満額受給できない場合で厚生年金・共済年金に加入していないときは、60歳

以降でも申し出により任意で加入して保険料を納めることができる「任意加入制度」

があります。

　この申し出については、月々の保険料を確実かつ円滑に納付いただくため、原則、

口座振替をお申込みいただくようになります。

　なお、下記のような理由がある場合には、現金で納付することもできます。

①預金口座を有していない場合

②資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合（加入する年度内に納付月数

　が40年を迎えて任意加入期間が終了する方など）

③その他①、②に準ずる事由により口座振替によらない正当な事由があると認めら

　れる場合

　任意加入の資格取得申出書を提出される際に、口座振替申出書もしくは口座振替が

できない旨の申出書の提出が必要です。※口座振替ができない旨の申出書の様式は任意の
もので構いません。

　詳しくは下記までお問い合わせください。

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

　「建退共制度」は建設現場で働く人のために、中小企業退職金共済法という法律に

よって昭和39年に国が作った退職金制度です。

�加入できる事業主／建設業を営む方
�対象となる労働者／建設業の現場で働く方（一人親方も任意組合を通じて加入できます）
�掛け金／1日 310円（掛け金は全額事業主負担）
�制度の特長／①国の制度なので安全確実で手続きが簡単　②掛け金は損金扱い
　③国が掛け金の一部を補助  ④退職金は企業間を通算して計算  ⑤運営費は国が補助

建退共ホームページ　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp

■問  建退共宮城県支部　� 022-263-2973

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金国民年金「「「「「「「「「「任任任任任任任任任任意意意意意意意意意意加加加加加加加加加加入入入入入入入入入入制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度」」」」」」」」」」「任意加入制度」ののののののののののごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内のご案内

有害鳥獣捕獲
のお知らせ
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受講者募集

平成22年度みやぎ県民大学

「生涯学習支援者養成講座・入門編」

募 集

ハイキング講座　　　
を開催します　　　

募 集

老人施設見学の参加者募集

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／9月14日（火）・28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／9月14日（火）・28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

　初心者を対象に、山を

楽しく、安全にハイキン

グするための基礎技術を学びます。街で

のウォーキングだけではなく、たまには

自然豊かで景観の素晴らしい所を歩き、

山での達成感を味わってみませんか。

�日時／ 9月 29日（水）9:00 ～ 16:00
※船迫生涯学習センター 9時出発

�場所／宮城県蔵王自然の家「滝めぐり

　（白龍の滝）コース」ほか

�講師／加藤正光氏（蔵王自然の家登山

　ボランティア）

�対象／成人　※初心者で、これから山で
　のハイキングにチャレンジしたい方が対象
　ですので、経験者はご遠慮ください。

�募集人数／ 15人（先着順）

�参加費／ 200円（保険料）

�申込期間／ 9月 4日（土）～ 11日（土）

　の 8:30 ～ 17:00　※ 9 月 5 日（日）・6
　日（月）を除く。

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　建物（物置を含む）の全部、または一部を取り壊した場合には、建物滅失届を

提出してください。後日、現地調査により建物の滅失を確認いたします。

　取り壊した建物につきましては翌年から課税台帳より削除されます。届出用紙

は税務課・槻木事務所にあります。

　詳細についてはお問い合わせください。

　平成23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22

年 1月 2日以降に新築、または増築されたもの）の調査を実施しております。調

査員が伺いますので、ご協力をお願いいたします。また、ご希望の調査日がござ

いましたらご連絡ください。

　県内における生涯学習支援者として活動できるよう資質および支援技術の向上を図

るために開催します。

　生涯学習の振興に熱意のある方、ぜひ参加してみませんか。

�日程／ 11月 4日（木）～ 12月 9日（木）（毎週木曜日　全6回）10:00 ～ 15:00
�場所／宮城県庁
�対象／生涯学習の振興に熱意のある18歳以上の県民
�募集人数／30人程度
�参加費／無料
�修了証／4回以上出席した受講生に宮城県教育委員会教育長から修了証が交付され
　ます。

�申込方法／所定の受講申込書に記入し、生涯学習課まで提出してください。
※受講申込書は生涯学習課および各生涯学習センターにあります。

�申込期限／9月 17日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　介護家族の会「よつば会」で施設見学会を実施します。普段見ることができない施

設を見学します。どなたでも参加できますので、参加ご希望の方はお気軽にご連絡く

ださい。

�日時／ 9月 17日（金）9:00 ～ 15:00　※柴田町地域福祉センター 9時集合
�見学先／柴田町、山元町（バスで移動）
�内容／①ケアハウス「アポロン」（軽費老人ホーム：山元町）※60歳以上で自炊でき
　ない程度の身体機能低下、高齢のために独立した生活への不安などが認められ、家族の援助を
　受けることが困難な方が入所する施設　②リハビリパークさくら（介護老人保健施設：

　柴田町）のリハビリ室の見学など。
※昼食は山元町内の食堂となります。

�参加費／1,000円程度（食事代）

■申 ■問  柴田町地域包括支援センター　� 86-3340

家屋調査（新築・増築）にご協力ください

建物を取り壊した場合はご連絡を

■問  税務課　� 55-2116
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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。気軽にお出
かけください。「おもちゃ病院」開院は
14日です。
�日時／ 9月 7日（火）、14日（火）、
　28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

　おもしろ科学教室と、お昼は“かわ
りおにぎり”を作ります！
�日時／9月25日（土）10：00～14：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学 1年生～ 6年生
�募集人数／ 30人
�参加費／ 300円
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆ
　るりん　� 080-4178-9374

募 集

子育てひろば“ゆるりん”

募 集

ゆるりん学童クラブ

●主な受注例
除草、植木剪定、障子・

襖・網戸張り替え、家

事援助、清掃、大工、塗装、その他軽易

的作業

●町内在住の高齢者
　（60歳以上）
　就業や互助会活動を通じ、暮らしを生

き生き元気に輝かせてみませんか？

　高齢者による活力あるまちづくりの実

現を目指し、自主・自立・協働・共助の

理念をもって活動しております。

　当センターでは、高齢者の経験・能力

に応じたふさわしい仕事を引き受け、会

員へ提供しております。
※詳しくはお問い合わせ下さい。

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　平成23年 4月からプラスチック類が「プラスチック製容器包装」と「その他のプ

ラスチック」の2種類に分別して収集することになります。

　町内に在住またはお勤めする10人以上の方で構成された団体、サークルなどへ、

分別の詳細について分かりやすくお話をする出前講座を行っております。ぜひご利用

ください。

�日時／平日および土・日曜日　9：00～ 21：00の時間内　
※開始時間や実施時間はご希望により調整します。

�場所／会場は町内とします。お申し込み団体・グループでご用意ください。
�受講料／無料

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113

　最近、廃棄物の不法投棄が目立っています。
　町では、看板の設置や巡回パトロールの実施により不法投棄防止を図っています。
不法投棄は、「しない」「させない」「許さない」という意識を持ち、不法投棄を根絶し
ましょう。
　不法投棄をすることは法律で禁止されており、違反した場合には、懲役または罰金
刑に処されることがあります。

■問  町民環境課　� 55-2113

募 集

お待ちしております

『プラスチック製容器包装』分別の出前講座

　講座のお知らせ　

「柴田町の歴史と生活文化」講座のご案内
①「見慣れた風景の中の大きな碑（いしぶみ）」
�内容／町内にはたくさんの石碑がありますが、探っていくとさまざまな町の歴史が
　わかります。画像を見ながら町の歴史を紹介します。
�日時／ 9月 8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／9月 7日（火）　※「ゆる．ぷら」までお電話で申し込みください。

②「柴田町の庚申（こうしん）さん」
�内容／町内で最も多く見かける「庚申碑」の建てられた理由を紹介します。
�日時／ 9月 22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／9月 20日（月）　※「ゆる．ぷら」までお電話で申し込みください。

　囲碁・将棋体験教室のご案内　

�日時／ 9月 2日（木）・18日（土）10：00～

　『ゆる．ぷら夏まつり』ありがとうございました♪　

　夏まつりにご協力くださった皆さま、おいでくださった皆さま、ありがとうござい
ました。おかげさまで大にぎわいでした！

�開館時間／10：00～ 18：00
� 9月の休館日／6日（月）、13日（月）、21日（火）、27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

開館時間
休館日

会員募集中！　　　
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快適な暮らしと環境を守る水のリサイクル

『親子ふれあい探検フェスタ』
のご案内

�日時／ 9月 11日（土）、25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／400円
�対象／小学4年生以上
�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　だがし屋さんには、安いおかしや

おもちゃがいっぱいありました。子

どもたちは、学校が終わると、おこづ

かいをにぎりしめて、だがし屋さん

に集まりました。

　昔懐かしい、だがし屋さんを復元

展示しています。また、ちょっと昔

のおもちゃを中心に、おもちゃの

コーナーを設けています。

�会期／ 9月 26日（日）まで
�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）

9月のトンボ玉体験会

 だがし屋の風景

参加者募集

キッズクッキング

子どもの本っておもしろい

　敬老の日のプレゼントとして、手づく

り菓子にメッセージを添えてはいかがで

すか？

�日時／ 9月 11日（土）9:30 ～ 12:00

�場所／船岡生涯学習センター

�内容／かぼちゃプリン、レアチーズケ

　ーキ

�対象／小学生とその保護者

�募集人数／ 10組（先着順）

�参加費／ 1,000 円

�持ち物／エプロン、三角巾、保冷剤、

保冷袋

�申込期限／ 9月 8日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　夏から秋にかけての庭木の手入れ技術

を、実技を通して習得します。

�日時／ 9月 24日（金）9：30～ 12：00
�場所／農村環境改善センター
�募集人数／ 10人
�参加費／無料
�持ち物／軍手、剪定バサミ、切り込み
　バサミ、作業着（着用）

�申込期限／ 9月 15日（水）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　県南浄化センター供用開始 25周年イ

ベントを開催します。皆さまの参加をお

待ちしております。

�日時／9月11日（土）10:00～15:30
�場所／宮城県県南浄化センター
　　（岩沼市下野郷赤江川 1－ 3）

�内容／水のリサイクル探検ツアー、本
　間ちゃんのリサイクル・クイズ、Drき

　よとのおもしろサイエンスショー、コ

　ンポスト詰め放題など

■問  荏原エンジニアリングサービス株式
　会社　阿武隈管理事務所
　� 0223-29-2490

　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。

�日時／9月15日（水）10:30～11:30

�場所／船岡生涯学習センター

�参加費／無料

�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）
　

　どなたでも相談できます。相談は無料

です。

�日時／9月11日（土）14：00～16：00

�場所／オーガ（大河原駅前）

�内容／賃金不払い、首切り、多重債務、

　健康不安など生活全般の悩みに応えま

　す。ひとりで悩まず、まずはご相談く

　ださい。

■問  「仙南派遣村」実行委員会事務局
　� 55-3267

　労働者と事業主との間のトラブルの最

終的な解決方法としては、裁判制度があ

りますが、それには多くの時間と費用が

かかってしまいます。

　そこで、労働問題への専門性が高い労

働局において、無料で次の 3つの制度を

実施しています。

�総合労働相談コーナーにおける情報提

　供や相談

�県労働局長による助言や指導

�紛争調整委員会によるあっせん

　制度に関する照会、相談は、下記の連

絡先まで。

■問  大河原総合労働相談コーナー（大河原
　労働基準監督署内）�53-2154、宮城

　労働局総合労働相談コーナー（総務部

　企画室）� 022-299-8834

参加者募集

～緑化推進はわが家から～

「庭木の手入れ講座」

○絵本のへや（のばら）開放日
　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊び

などをゆったりと楽しんでみませんか。

時間内は出入り自由です。

�日時／ 9月 2日（木）、16日（木）
　14：00～ 16：00
　※おはなしタイム 15：00～ 15：30
　※毎月第 1・第 3木曜日が開放日

�参加費／無料

○児童文化を学ぼう会
～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・

折り紙などを学び合い、子どもたちに

届けよう～

�日時／9月22日（水）19：00～20：30
　※毎月第 4水曜日開催

�参加費／ 300円
　

�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船
　岡中央 2丁目）

■問  おはなしの会ぴいかぶう（庄司）　
　（小塩）
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※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
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

9/1（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 4月生まれの方4か月児健康診査2（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 21年 2月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

3（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（月）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付8（水）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）10（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）

13（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
15（水）

12：45～ 13：15曽我先生、和野先生平成 19年 3月生まれの方3歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

12：45～ 13：15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）16（木）

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

17（金）

12：45～ 13：15乾先生平成 20年 5月生まれの方
2歳児歯科健康診査
※歯ブラシとタオル、フッ素塗布希望者は
　調査票もお持ちください。

21（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付22（水）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付29（水）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 21年 3月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

10/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
6（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 5月生まれの方4か月児健康診査7（木）
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）12（火）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付13（水）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
83-2061村　田吉田歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科54-2316船　岡村川医院9/5

57-1918船　岡よしだ歯科医院51-1502大河原大河原整形外科クリニック58-2220船　岡ふなばさま医院12

55-5126船　岡和野歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科83-5503村　田町南診療所19

53-8138大河原あいはら歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2088村　田山田医院20

53-2348大河原安藤歯科医院83-2172村　田善積医院53-5151大河原さくら内科消化器科23

56-1026槻　木飯淵歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院57-2310船　岡しばた協同クリニック26

56-2766槻　木乾歯科医院52-3115大河原かわち医院52-1058大河原日下内科医院10/3

53-8020大河原いのうえ歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科56-1012槻　木玉渕医院10

57-1818船　岡内田歯科医院51-3741大河原庄司クリニック52-1123大河原安藤医院11

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　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／ 9月 11日（土）10：00～ 12：00、13：00～ 16：30

�場所／ヨークベニマル柴田店駐車場

�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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