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�受付時間／ 13：30～ 14：00

�対象／特定健診・後期高齢者健診・基

　本健診および生活機能評価を受けた 6

　5歳以上の方

�内容／①健診結果と健康づくりについ

　て②生活機能評価の説明

　（①、②は集団による説明となります）

�所要時間／ 1時間～ 1時間 30分

�持ち物／①健康診査結果通知表　②生

　活機能評価の記録～介護予防事業の参

　加に関する評価～　③筆記用具　④眼

　鏡※必要な方

■問  【健康診査担当】健康推進課  � 55-2160
 【生活機能評価担当】福祉課  � 55-2159

　お子さんから大人まで楽しめる、「口や歯の健康づくり」に関するさまざまなコー

ナーを開いてお待ちしています。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

�日時／ 11月 13日（土）13：00～ 15：15（試食コーナーは11：00～）
�場所／保健センター
�内容／歯にやさしいおやつや常備菜などの試食、フッ素塗布、ミニ歯科講話、歯科
　相談、自分の歯こうをみるコーナー、石こう人形への色付けコーナー、歯科往診コ

　ーナー、歯の川柳展示・表彰、8020表彰、骨量測定、健康相談など

 骨量測定を実施します　～事前申し込みは不要です～

�受付時間／13:00 ～ 14:30　　�内容／超音波検査による骨量測定（裸足で測定）
�対象／20歳以上の方　　�募集人数／70人（先着順）　　�自己負担料／無料

 フッ素塗布希望者「追加」募集します　～事前申込受付中～

�受付時間／14：00～ 15：00　　�内容／町内歯科医によるフッ素塗布
�対象／0歳～小学6年生　　�募集人数／100人（先着順）　　�自己負担料／無料
�申込方法／11月 5日（金）までお電話にてお申し込みください。お申し込みされた
　方へ当日会場にお持ちいただく「塗布券」を送付します。大会当日においても募集

　人数に達していない場合は会場にて申込受付を行います。ただし、「塗布券」をお持

　ちの方（事前申込者）が優先となりますので、ご了承願います。

�主催／柴田町　　�後援／柴田歯会（町内歯科医師会）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160　

募 集

平成 22年度柴田町職員の追加募集

しばた健康づくりのつどい・歯の大会を実施します

　ユーモアあふれるお話と簡単にできる

体操で、心も身体もリフレッシュしてみ

ませんか？どなたでも参加できますので、

ぜひお気軽にご参加ください。

�日時／11月19日（金）13:30～15:00

�場所／保健センター 4階

�講師／今野あや子氏（福祉レクワーカ

　ー・ＡＤＬ体操指導員）

�参加費／無料

�主催／柴田町各種婦人団体連絡協議会

■問  生涯学習課　� 55-2135

�日時／ 11月 13日（土）10:00 ～ 14:00　　�場所／柴田町太陽の村
�内容／柴田産そば粉十割そば試食会、地場産品直売　�前売券／800円（当日券900円）
�前売券発売所／太陽の村、みやぎ仙南農業協同組合柴田地区事業本部、農政課

■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970　農政課　� 55-2122

※今後変更になる場合があります。詳細は、12月 1日号のお知らせ版に掲載いたします。

■問  総務課　� 55-2111

第 11回しばた新そばまつり～限定500食～

対　　　　　象募集人数種　　別

25歳以下（昭和 60年 4月 2日～平成 5年 4月 1日生まれの方）若干名初級・行政

35歳以下（昭和 50年 4月 2日以降生まれの方）
2級建築士以上の有資格者

1人程度初級・建築

25歳以下（昭和 60年 4月 2日以降生まれの方）1人程度中級・保育士

35歳以下（昭和 50年 4月 2日以降生まれの方）1人程度上級・保健師

35歳以下（昭和 50年 4月 2日～平成 5年 4月 1日生まれの方）1人程度初級・障害者

健康講座
～軽快なリズムで　　　　　　　
　　　心と身体のリフレッシュ～

場　　　所開催日

船迫生涯学習センター11月 11日（木）

槻木生涯学習センター11月 18日（木）

保健センター11月 22日（月）
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●児童扶養手当
　平成22年 8月 1日から父子家庭の父
にも児童扶養手当が支給されるようにな
りました。
　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、児童の福祉
の向上を図るため、次のいずれかに該当
する 18歳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）を監護している父もし
くは母、または養育している方に支給さ
れる制度です。
＜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父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から1年以上遺棄されてい
　る児童
⑥父または母が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
＜対象外＞
次のような場合は支給されません。
�請求者などの所得が一定の額を超えて
　いるとき
�公的年金給付や遺族補償を受けること
　ができるとき　など

●特別児童扶養手当
　特別児童扶養手当は、20歳未満で心
身に障害のある児童の福祉の増進のため
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。
＜対象になる児童＞
①おむね療育手帳のＡとＢの一部に該当
　する児童
②身体障害者手帳の1級～3級程度に該
　当する児童　※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。

＜対象外＞
次のような場合は支給されません。
�請求者などの所得が一定の額を超えて
　いるとき
�障害を事由とした年金を受けることが
　できるとき
�児童（社会）福祉施設などに入所して
　いるとき

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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・遺族年金は非課税）

　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、翌年中に支給される

年金に係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、所得税の源泉徴収税額が高

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23年分「扶養親族等申告書」が
　送付される方
� 65歳未満で年金額が108万円以上の

　方

� 65歳以上で年金額が158万円以上の

　方

■問  日本年金機構大河原年金事務所 国民
　年金課　� 51-3113

　「歳末たすけあい募金運動」が今年も

12月１日から 31日まで実施されます。

　お寄せいただいた募金は、歳末配分委

員会の審議を経て、申請内容を精査し、

生活が特に困難な状況にある方（ひとり

親家庭・ひとり暮らし高齢者の方・重度

障害者のある方など）に歳末たすけあい

募金見舞金として贈呈されます。

　見舞金贈呈を受けるためには、個人情

報保護法により個人情報の取り扱いや贈

呈者の生活状況の具体的な判断が難しい

ことから、本人の希望により民生児童委

員の協力を得て申請書を提出していただ

くことになります。

　ご理解とご協力をよろしくお願いいた

します。

■問  柴田町社会福祉協議会  � 58-1771

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別

給付金の請求受付が、10月 25日から始

まりました。請求書類がお手元に届いて

いない方は、当基金にお問い合わせくだ

さい。

�対象者／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

�請求期限／平成 24年 3月 31日

�問い合わせ時間／9：00～18：00（土・

　日曜日、祝日を除く）

■問  （独）平和祈念事業特別基金事業部特
　別給付金事業担当 

　� 0570-059-204

　（IP 電話、PHS  � 03-5860-2748）

　労働者（アルバイトを含む）を一人で

も雇っている事業主は、労働保険（労災

保険・雇用保険）に加入する義務があり

ます。

　労働保険は、労働者が安心して働ける

職場作りと、安定した事業経営に欠かせ

ない国が直接管掌する保険制度です。

　労働保険には、労災保険と雇用保険が

あります。労災保険は、働く方が業務上

または通勤途上の災害により被災した場

合に、療養などに対する給付や社会復帰

のための援助を行うものです。雇用保険

は、働く方が失業した場合に再就職のた

めの給付を行うほか、失業の予防および

高齢者や障害を持つ方など就職が困難な

方の雇用の促進を図るための援助を行う

ものです。

　パートタイム労働者の方も一定の基準

に該当すれば、雇用保険に加入しなけれ

ばなりません。

　加入手続きについては、労働保険事務

組合への委託や社会保険労務士への依頼

が便利です。詳しくは、お問い合わせく

ださい。

■問  ハローワーク大河原（大河原公共職業
　安定所）� 53-1042

児童扶養手当制度
などのお知らせ

年金受給者の皆さまへ
～「扶養親族等申告書」は　　　　
　期限までに提出しましょう！～

平成22年度歳末たすけあい募金
見舞金の贈呈について
～歳末見舞金申請が必要です～ シシシシシシシシシシベベベベベベベベベベリリリリリリリリリリアアアアアアアアアア戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦後後後後後後後後後後強強強強強強強強強強制制制制制制制制制制抑抑抑抑抑抑抑抑抑抑留留留留留留留留留留者者者者者者者者者者シベリア戦後強制抑留者

の皆さまへ



お知らせ版 ●3第 663号

　町では、家庭から排出される食油（天ぷら油）を槻木地区で回収実験を行ないます。

柴田町役場でも引き続き、廃食油と布類の回収を行っています。回収した廃食油は、

ＢＤＦ（軽油代替燃料）などに再利用し、環境負荷の軽減を図ります。

●花のまち柴田「千人植栽」の実施
　春の観光シーズンに向けて、住民の皆

さんとの協働活動として船岡城址公園と

白石川堤にさまざまな花や木を植栽しま

す。魅力あふれる花のまちづくりのため、

植栽活動に参加してみませんか。どなた

でも参加できますので、ぜひご協力をお

願いします。

�日時／ 11月 7日（日）9：00～ 12：00
　（小雨決行）

�集合場所／船岡城址公園（旧勤労青少
　年ホーム前）、白石川河川敷（柴田大橋

　下北船岡側）※作業しやすい服装でお集ま
　りください。

�持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　皆さまの善意、思いが届き、心臓移植
手術が成功しました。本当にありがとう
ございました。
ゆうとくんを救う会ホームページ
　http://www.yuto-save.jp

■問  ゆうとくんを救う会（丹野）
　

　“読書の秋”がやってきました。そして今年2010年は「国民読書年」です。国民

読書年を記念し、図書館まつりを開催します。楽しいイベントに参加して“読書の楽

しさ”を体験しませんか。ぜひお越しください。

�日時／ 11月 6日（土）10：00～ 16：00
�場所／柴田町図書館（しばたの郷土館）
〔イベント・スケジュール〕
　　○昔の遊び（竹とんぼ・おりがみ）を作ろう　 10:00 ～ 12:00

　　○お話し会（絵本、紙芝居の読み聞かせ）　 　11:00 ～ 12:00

　　○講演「世界の図書館あれこれ」　　　　　　   13:30 ～ 15:00

　　　　講師／仙台市民図書館 平形ひろみ氏

　　○おもちゃ病院（壊れたおもちゃを直します） 14:00 ～ 16:00

　　○スタンプラリー　○バザー（リサイクルバザーなど）　喫茶コーナー　など

�協力／柴田町図書館サポート委員会

■問  柴田町図書館　� 86-3820

�日時／11月13日（土）、27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

　伊達政宗騎馬像の作者として有名

な小室達先生のこれまであまり知ら

れていない作品を中心に紹介します。

�日時／平成23年1月30日（日）ま

　で　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）

11月のトンボ玉体験会

小室達展

�対象／就学前のお子さんと保護者　　�持ち物／各自必要なもの
※事前の申し込みは不要です。保健師の健康相談もあります。

■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

移動なかよし広場 ～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～
対象学区テ　ー　マ場　　所日　　時

西住小学校区リトミックで遊ぼう西住公民館
11月 9日（火）
9：45～ 11：00

槻木・柴小学校区新聞紙で遊ぼう
槻木生涯
　　学習センター

11月 12日（金）
9：45～ 11：00

■問  町民環境課　� 55-2113

国民読書年記念イベント

柴田町図書館まつり

槻木生涯学習センター柴田町役場 1階町民ホール回収場所

廃食油だけ廃食油と布類（綿 100％）回収するもの

平成 22年 12月 24日まで平成 23年 3月 30日まで回収期間

火～土曜日 9：00～ 17：00
（祝日は除く）

月～金曜日 9：00～ 17：00
（祝日、年末年始は除く）

回収時間

500mlのペットボトルか天ぷら油購入時のプラスチック容器
に入れてください。ビン・缶・紙パックなどの容器ではお引
き受けできません。

廃食油

出し方
50センチ四方にたたんでください。多い場合はヒモなどで
縛ってください。

布　類

動物油（ラードが入っている油）廃食油
回収しない物

化学繊維（ポリエステルなど）が混入されている布類、布団、綿。布　類
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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

11月 2 日（火）近江　宣男

生　　活
11月 9 日（火）佐藤由美子

11月16日（火）飯渕　紀子

11月30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
役場町民相談室（1階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

11月10日（水）大友　勝彦
人　　権

11月17日（水）佐久間捷哉

11月24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

　仙台法務局および宮城県人権擁護委員

連合会では、11月 15日（月）から 11月

21日（日）までの7日間に全国一斉「女性

の人権ホットライン」強化週間を実施し

ます。

　夫やパートナーからの暴力、職場での

セクシュアル ･ハラスメント、ストー

カー行為など女性をめぐるさまざまな人

権問題について、人権擁護委員が電話相

談に応じます。

�日時／ 11月 15日（月）～ 19日（金）
　8:30～19:00、11月20日（土）～21
　日（日）10：00～ 17：00
※相談料無料・秘密厳守・予約不要

�相談先／� 0570-070-810（ナビダイ
ヤル）

■問  仙台法務局人権擁護部
　� 022-292-3614

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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火月
☆☆☆☆☆☆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／ 11月 21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

11月 7 日（日） 9:00～16:00

11月21 日（日） 9:00～16:00

入間田テニスコート

11月 7 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／11 月16 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／11 月18 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

12
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。

　高い確率で、宮城県沖を震源とする大
きな地震の発生が予想されています。
　大切な生命・財産を守るために、住宅耐
震診断士による住宅の無料相談会を開催
します。詳しくはお問い合わせください。
�日時・場所／ 11月 6日（土）10:00 ～
　15:00 槻木生涯学習センター（福祉ま
　つり会場）、
　11月 20日（土）10:00～ 15:00柴田
　町商工会館
�協力／（財）宮城県建築住宅センター　
　仙南地域住宅耐震隊

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　就学前のお子さんのコミュニケーショ

ンで「発音がはっきりしない」「会話がう

まくできない」「お友達との付き合い方が

うまくできない」といったご心配はあり

ませんか？専門の相談員が相談に応じま

す。（要予約）

�日時／12月7日（火）10：00～15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 11月 22日（月）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　尺八で「荒城の月」を吹いてみません
か？参加無料です。
�日時／ 11月 11日（木）、18日（木）、
　25日（木）、12月 2日（木）18：30～
　20：30　※ 1回の参加も可能です。
�場所／船迫公民館
�講師／琴古流宗家竹友社師範
　　　　 平賀 颯幽氏
�対象／初めての方、本格的な趣味にし
　たいとお考えの方など、どなたでも可
�募集人数／ 10人（先着順）
�持ち物／尺八　※お持ちでない方はお貸
　しします。

�申込期限／ 11月 7日（日）
■申 ■問   琴古流宗家竹友社（平賀）
　   　琴古流尺八愛好会（大島）

募 集

尺八基礎講座
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�場所／岩沼市中央公民館　　�対象／成人（小学5年生以上は保護者同伴により参加可能）
�募集人数／各14人　　�持ち物／筆記用具、おしぼり、カメラ付き携帯電話
�申込方法／教室名、日時、氏名、年代、住所、電話番号を明記の上、ＦＡＸでお申
　し込みください。　　
�申込時間／平日10：30～ 16：30　　�申込期限／11月 8日（月）

■申 ■問  ＪＳＴ理科大好きボランティア（田澤）　

　平成 22年度防火標語「『消したかな』

あなたを守る　合言葉」をスローガンに、

11月9日（火）から15日（月）まで全国一

斉に秋季火災予防運動が行われます。

●火災から家族と住まいを守る！
　空気が乾燥し強い風の吹く冬場は、火

災が頻発する季節です。今年に入って

10月現在、柴田町では10件の火災が発

生しています。

　住宅火災による犠牲者を減らすために、

一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が

義務付けられました。正しく設置して火

災の早期発見や逃げ遅れを防ぎましょう。

　これからの季節は暖房機器などの使用

も多くなります。火気の管理には十分注

意してください。万が一の火災への備え

は、住まいを安全・安心な場所にするた

めの第一歩。しっかり火災予防の対策を

行い、家族と住まいを守りましょう。

●住宅用火災警報器の不適正取引にご注
　意を！
　住宅用火災警報器の悪質な訪問販売に

よる被害が多数報告されています。『消

防署の方から来ました』『今特別価格です

よ』という手口がよく見られます。消防

署や市区町村が訪問販売することはあり

ませんので、おかしいと思ったらはっき

りと断ってください。訪問販売のトラブ

ルなどは、『クーリングオフ制度相談窓

口』にご相談ください。

�クーリングオフ制度相談窓口：大河原
　合同庁舎 消費者センター � 52-5700

■問  柴田消防署　� 55-2012

　成年後見制度を分かりやすく説明しま

す。セミナー終了後に個別無料相談も実

施しますので、お気軽にご参加ください。

�日時／11月6日（土）13：30～15：30
�場所／ララ・さくら（大河原町字中島町）
�参加費／無料　※事前申し込みが必要。

■申 ■問  宮城県司法書士会事務局
　� 022-263-6755

�日時／ 11月 19日（金）14:00 ～
�場所／仙南芸術文化センター「えずこ
　ホール」

�内容／講演「議会改革とこれからの地
　方自治」　講師：中尾修氏（東京財団研

　究員、前北海道栗山町議会事務局長）

�参加費／無料

■問  仙南地域広域行政事務組合
　� 52-2628

�日時／11月18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／ 12月 16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

　柴田町の姉妹都市の中国・丹陽市、友

好往来都市の中国・鎮江市の書画展を開

催します。中国物産店も開店します。

�日時／11月23日（火・祝）～27日（土）
　9:00 ～ 16:00

�場所／ふるさと文化伝承館
　書画展：2階 多目的ホール

　物産店：1階 集会室 1

■問  柴田町日中友好協会（中島）

�日時／11月5日（金）15：00～19：00
�場所／オーガ（大河原駅前）
�内容／健康保険、厚生年金、国民年金、
　雇用保険、労災保険、就業規則、賃金、解

　雇、各種助成金、その他労務管理全般

■問  社会保険労務士会大河原支部（寺嶋）
　� 54-1642

司法書士による成年後見セミナー 第 62回行財政研修会

「文化交流書画展」開催

理科教室参加者募集

～ハロー・サイエンス　台所から地域から　　
　　　　　　科学するココロをひらこう！～

内　　　　容日　　時教  室  名

自ら考える力と豊かな表現を引き出す
言葉がけを体験

11月 16日（火）
13：00～ 15：30

ことばってすごい？
vol.1

読解力と互いを尊重し協力して問題を
解決するきっかけを体験

11月 17日（水）
13：00～ 15：30

ことばってすごい？
vol.2

チェロアンサンブル演奏と大山弘子さ
んのお話「私の出会った 3人の先生」

11月 20日（土）
13：00～ 15：30

地域発！みんなで創る
サイエンス・カフェ

○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／11月4日（木）、11日（木）、18
　日（木）、25日（木）14：00～16：00
※おはなしタイム 15：00～ 15：30

�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／11月24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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募 集

「クリスマス料理教室」参加者募集

募 集

みやぎNPOプラザ会計セミナー in 仙南
～NPOの会計が、市民と社会から信頼されるポイント～

第 25回船迫小地区
ふるさと文化祭

�場所／仙南地域職業訓練センター（船岡字照内1番地の 9）
�募集人数／各16人　　�申込方法／電話またはFAXでお申し込みください。
�申込期限／11月 15日（月）※申し込み多数の場合は、抽選により受講者を決定します。受
　講決定通知は、締め切り日以降にご連絡いたします。

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

�日時／ 11月 13日（土）、14日（日）

　9：00～ 15：00

�場所／船迫生涯学習センター

�内容／

　展示（13日・14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（14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（13日・14日）

　　船迫小地区の町民のほか、はらから・

　　旭園も出店（野菜・陶器・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

募 集

冬のアロマテラピー教室生募集

　「自分たちの活動をよく知ってもらうためには？」「社会や市民からの信頼と支持を

得るためには？」など、ＮＰＯの会計に関するセミナーを開催します。

�日時／ 11月 25日（木）13：30～ 16：30
�場所／大河原合同庁舎　201会議室（大河原町字南129-1）
�内容／NPO会計の基礎、会計報告のポイント、NPO法人会計基準や全国的に注目
　されているNPO会計の動きの紹介など

　講師：脇坂 誠也氏（NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長代理）

�対象／NPOの理事・会計担当者、関心のある方
�募集人数／20人（先着順）
�参加費／1,000円（資料代）
�申込方法／参加者氏名、所属団体名、電話番号、FAX番号、Ｅメールを明記の上、
　FAX・Ｅメールまたは電話でお申し込みください。

�主催／宮城県（みやぎNPOプラザ）
�企画・実施／NPO法人　杜の伝言板ゆるる

■申 ■問  みやぎNPOプラザ　� 022-256-0505　� 022-256-0533
　Eメール npo@miyagi-npo.gr.jp　

　身近なところに老人ホームができると

したら…どのような施設なのか知りたく

ありませんか。“地元にできる老人ホー

ム”について、施設の園長先生が講演を

します。ぜひご来場ください。入場無料

です。

�日時／11月20日（土）13：30～15：00

�場所／農村環境改善センター

�講師／常盤福祉会　黒田 清 氏

�対象／ 65歳以上の方を原則とします

　が、どなたでも参加できます。

■問  槻木生涯学習センター  � 56-1997

　自然の香りの心地よさとしっとり感のある化粧水を、天然の花やハーブの精油で

作ってみませんか。

�日時／ 11月 26日（金）10:00 ～ 12:00　　�場所／船迫生涯学習センター
�募集人数／10人（先着順）　　�参加費／900円（材料代）
�申込期間／11月 16日（火）～ 21日（日）

■申 ■問  おこじょらいふ（根元）

�日時／11月20日（土）9:00～14:30

�場所／船迫公民館

�内容／○一般参加：カラオケ（飛び入

　り 5人程度）、体験コーナー（おもし

　ろ卓球、ゆび編み体験）、○発表：ダン

　ス、カラオケ、民謡、作品展示（写真、

　手芸品、手工芸品、筆耕、盆栽、絵画

　など）、○販売コーナー：とん汁、焼き

　鳥、野菜、弁当、手芸・手工芸品、刃

　物研ぎなど
※景品付きスタンプラリーもあります。

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

受講料日時・講師内　　　容教室名

2,300 円

12月 15日（水）
10:00 ～ 13:00

パティシエ
　久我健一朗 氏

手作りX’masケーキに挑戦してみ
ませんか？フルーツを贅沢に使っ
た、お洒落なX’mas ロールケーキ
を作ります。

パティシエと
作るクリスマ
スケーキ

2,800 円

12月 16日（木）
10:00 ～ 13:00

ホテル仙台プラザ
　岩坂義治 氏

クリスマスやお正月に手軽に出来
るおもてなし料理を作ります。
【メニュー】
＊サーモンのカルパッチョ
＊牡蠣の香草焼き
＊茸と野菜のスープ“キュルティ
　ヴァトゥール "
＊ビーフストロガノフ
＊林檎のソテーバニラアイス添え

シェフと作る
おもてなし料
理

シルバーフェスタ 2010

シニアいきいき講演会
～地元にできる老人ホームを知ろう～
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　主催事業　

●「ゆる .ぷら秋祭り」開催 !!!

　もっともっと　まちの事　知りたい！　実りの秋 !!

�日時／ 11月 14日（日）10：00～ 17：00

�内容／町の特産品「 雨乞 のゆず」や地場産品の直売、郷土料理の紹介、うさ
あまご

　ぎちゃんとジャンケン大会（11：00、13：00）、体験コーナーなど
※内容は変更になる場合があります。

●「柴田町の歴史と生活文化講座」のご案内

�テーマ／「戦国時代の柴田町」

�概要／戦国時代にあった白石川を挟んでの攻防について解説します。

�日時／ 11月 24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

�申込方法／11月 18日（木）まで、「ゆる．ぷら」に電話でお申し込みください。

●「囲碁将棋教室」のご案内

�日時／ 11月 4日（木）、20日（土）10:00 ～ 17:00

�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます。（低学年は保護者付

　き添い）

�参加費／無料
※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」においでください。

●ゆる．ぷら“おはなしの世界”

みんなで一緒にお話の世界を楽しみませんか？

�日時／ 11月 18日（木）、25日（木）10：30～ 11：30

�対象／お話を聞きたい方（読み聞かせをしてみたい方も大歓迎）

�参加費／無料
※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」においでください。

　ギャラリー展示案内　

●「手づくり皮もの展」

　主に牛の本皮を使った手づくりの作品です。使いやすく、長く使えば使うほ

ど味の出る、本皮ならではの作品をどうぞご覧ください。

�期間／ 11月 7日（日）まで

　イベント情報　

●ウクレレミニコンサート＆体験会

ウクレレの音色を味わって、プチ体験してみませんか？

�日時／ 11月 9日（火）14：00～ 15：30

�募集人数（体験会）／10人程度

�参加費／無料

�持ち物／ウクレレをお持ちの方はご持参ください。
※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」においでください。

■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

�開館時間／10：00～ 18：00

�休館日／11月の休館日は毎週月曜日です。
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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

12：45～ 13：15伊藤先生平成 22年 6月生まれの方4か月児健康診査11/4（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 21年 4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。

5（金）

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）8（月）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付10（水）

  9：15～   9：45平成 21年 11月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（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）15（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内田先生平成 20年 7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。

16（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
17（水）

12：45～ 13：15齋藤先生、佐藤（秀）先生平成 19年 5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。

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付24（水）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）25（木）
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）29（月）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

12/1（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本多（愛）先生、菊池先生平成 21年 5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）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付8（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 22年 7月生まれの方4か月児健康診査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）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-2134大河原小田部歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院83-6061村　田村田内科クリニック11/3

56-1853槻　木おたべ歯科クリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2445村　田中核病院村田診療所7

55-5493船　岡川口歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック53-1460大河原甘糟医院14

57-2950船　岡菊池歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科56-1012槻　木玉渕医院21

52-2250大河原大河原歯科医院51-1502大河原大河原整形外科クリニック54-2316船　岡村川医院23

54-5005船　岡こや歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科58-2220船　岡ふなばさま医院28

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12/5

83-2419村　田榊原歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2088村　田山田医院12

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　町内歯科医の歯科健診やおやつ作りの実演・試食などの教室に参加しませんか。お気軽に

お申し込みください。

�開催日／11月26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作りの実演と試食、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／11月 22日（月）

参加者募集

にこにこ妊婦
歯っぴータイム
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