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お知らせ版
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広報しばた・お知らせ版・第667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）
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　町民の生命、財産を守る柴田町消防団、

交通指導隊、防犯実動隊、婦人防火クラ

ブ連合会の合同による行進と式典が行わ

れます。沿道での声援、式典の参観をお

願いします。※雨天時は中止になります。

＜式典＞
�日時／ 1月 10日（月・祝）9：45～
�場所／船岡小学校校庭
＜分列行進＞
�日時／ 1月 10日（月・祝）
　9：20～ 9：40（予定）

�場所／白鳥神社～船岡銀座通り～船岡
　小学校校庭

 サイレンが鳴ります

　○ 1回目 7：00　○ 2回目 7：20

■問  総務課　� 55-2111

移動なかよし広場  ～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～
�日時／ 1月 14日（金）9：45～ 11：00　　�場所／西住公民館
�テーマ／「つくって遊ぼう」　　�対象学区／西住小学校区
�対象／就学前のお子さんと保護者　　�持ち物／各自必要なもの

　

　人形劇サークル「くれよん」さんの人形劇を見ます！

�日時／ 1月 21日（金）9：45～ 11：00　　�場所／子育て支援センター
�内容／「ねずみの嫁入り」ほか（予定）　　
�対象／ 2歳～就学前のお子さんと保護者　　�募集人数／ 50組　　
�申込期限／ 1月 17日（月）
※定員となった場合、申込期限前でもお断りすることがあります。

　

　ペアレントトレーニング（親訓練）にあなたも参加してみませんか？

�日時／ 1月 25日（火）10：00～ 11：30　　�場所／子育て支援センター
�内容／「子どものよくない行動の減らし方とよい行動の増やし方を学ぼう」
�講師／東北福祉大学健康科学部　富澤弥生氏　　�対象／子育て中の方
�募集人数／ 20人（託児あり）　　�申込期限／ 1月 17日（月）
※講座後は、希望者の個別相談も受け付けております。
※託児申し込みの方は、準備がありますので 9時 40分までにお越しください。

　

　柴田町子育て支援ネットワークが支援する 3歳児限定の自主サークルです。

　大切な3歳児の1年間を仲間と一緒に楽しく過ごしませんか？同年齢のお子さ

ん、保護者同士の触れ合いで「のびのび・いきいき」の子育てを！

�活動場所／子育て支援センター
�内容／サークルを構成するメンバーの話し合いで決めます。（例　季節行事や
　親子での楽しい遊び、交通安全教室、消防教室など）

�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
�募集人数／ 30組程度　　�参加費／無料（一部実費負担あり）　　
�申込期限／ 1月 28日（金）
　

■申 ■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

�日時／ 1月 9日（日）10:00 ～
�受付／ 9:00 ～ 9:50
�場所／船岡小学校体育館

■問  生涯学習課　� 55-2135

�日時／ 1月 23日（日）9:00 ～
�場所／槻木生涯学習センター
�種目／囲碁の部、将棋の部
�対象／町内に在住または勤務の方
�募集人数／各 50人（先着順）
�参加費／ 1,000 円
�申込期限／ 1月 15日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

お楽しみ親子観劇会  ～親子で見にきて！楽しい人形劇～

るんるん子育て講座（第4回）

3歳児まなびサークル「さくらんぼう」メンバー募集！

合同出初式

平成23年 成人式

参加者募集

新春囲碁・将棋大会
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�場所／船岡字川端地内
　　　　（白石川右岸大河原町境）

�募集区画数／2区画（1区画50坪程度）
�使用料／無料
�応募条件／耕作者は、河川敷の美化と環
　境保全を目的としたボランティア活動を

　年5回程度行うことが条件になります。

�募集期間／ 1月 5日（水）～ 28日（金）
�抽選日／ 1月 31日（月）
�抽選場所／役場（第三・第四委員会室）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

　就労などにより昼間に保護者が留守となる家庭の児童を対象に、次の各放課後児童

クラブで遊びを主とした健全育成活動を行います。

○槻木放課後児童クラブ（槻木小学校内）　○船岡放課後児童クラブ（船岡小学校内）

○船迫放課後児童クラブ（船迫小学校内）　○東船岡放課後児童クラブ（船岡生涯学習

センター内）　○西住放課後児童クラブ（西住公民館内）

�対象／町内の各小学校に在籍する1～3年生で、昼間に保護者が留守となる家庭の児童
�募集人数／各放課後児童クラブ60人（西住放課後児童クラブは30人）
�保育料／月額3,000円
�申込方法／各放課後児童クラブに用意している申請書に、必要な書類（勤務証明な
　ど）を添えて、登録を希望する放課後児童クラブに直接お申し込みください。申請

　書などは、1月 4日（火）から各放課後児童クラブで配布します（西住放課後児童ク

　ラブは、西住児童館が窓口になります）。

�申込期間／1月 17日（月）～ 31日（月）
�受付時間／月～金曜日14：00～ 18：00（西住放課後児童クラブは8：30～ 17：15）
　　　　　　土曜日8：30～ 12：00

■申 ■問  槻木放課後児童クラブ　� 58-7108
　船岡放課後児童クラブ　� 59-3330
　船迫放課後児童クラブ　� 58-2637
　東船岡放課後児童クラブ（三名生児童館）　� 55-1470
　西住放課後児童クラブ（西住児童館）　� 52-3703

募 集

木造住宅耐震診断の
実施者募集

～木造住宅耐震診断助成事業～

耕作者募集

白石川河川敷「ふれあい農園」

　近い将来、高い確率で宮城県沖を震源

とする大規模地震が起こると予想されて

います。町では、改正前の耐震基準で建

てられた木造住宅の耐震強度を正しく認

識し防災対策に役立てていただくため、

戸建て木造住宅の耐震診断助成事業を

行っております。

�内容／宮城県・仙台市が認定した耐震
　診断士を派遣し住宅の耐震診断と改修
　計画を行います。
�対象／昭和56年5月31日以前に着工
　した木造戸建て住宅

�募集件数／ 6件（先着順）
�費用／住宅の延床面積により 8,000
　円以上の自己負担が掛かります。

�応募期限／ 1月 31日（月）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

登録児童募集

平成 23年度放課後児童クラブ

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

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。柴田町役場でも引き続き、廃食油と布類（綿100％）の回収を行っています。
※綿以外の布類が多数持ち込まれております。素材の確認をお願いします。
※槻木地区の実験回収は、一旦終了いたします。再開は、来年度を予定しております。

■問  町民環境課　� 55-2113

船迫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 23年 3月 31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

布類の回収は行いません。
綿 100％の物に限ります。
※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る）。

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

立候補予定者説明会
�日時／ 1月 18日（火）午後2時
�場所／保健センター3階  講習室

　　　　　　　　����������

　��
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福祉劇団「鶴亀」公演
　町で実施している地域デビュー事業「団塊世代の応援塾」のメニューとして、地域

づくりを実践している福祉劇団「鶴亀」の公演を行います。ぜひ、ご覧ください。

�日時／ 1月 22日（土）9：30～　　�場所／槻木生涯学習センター　　�参加費／無料

■問  生涯学習課　� 55-2135

　主催事業　

■「囲碁将棋教室」のご案内
�日時／ 1月 6日（木）、15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」にお越しください。

■「柴田町の歴史と生活文化講座」のご案内
�日時／全2回　1月 12日（水）、26日（水） 14：00～ 15：00
�テーマ／「記録された柴田町�」　※紀行文や地史に記された柴田町を紹介します。
�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／1月 10日（月）
※「ゆる．ぷら」までお電話で申し込みください。

■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／ 1月 20日（木）、27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　
�参加費／無料　※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」にお越しください。

　ギャラリー展示案内　

■「リフォーム活用作品展」～古着がバッグに変身！エコにやさしいリフォームです。
温かい手作りの作品をご覧ください～

�期間／ 1月 5日（水）～ 16日（日）

■「柴田町の名木・古木写真展」～ご存知ですか？柴田町再発見！～
�期間／ 1月 18日（火）～ 30日（日）

■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

� 1月の休館日／1日（土）、2日（日）、3日（月）、4日（火）、11日（火）、
17日（月）、24日（月）、31日（月）

●ぴいかぶうのへや「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。参加は無料です。
�日時／ 1月 13日（木）、20日（木）、27日（木） 14：00～ 16：00
※おはなしタイム 15：00～ 15：30

●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／ 1月 26日（水） 19：00～ 20：30　※毎月第 4水曜日開催
�場所／ぴいかぶうのへや「のばら」（庄司さん宅：船岡中央 2丁目）
�参加費／ 300円

■問  おはなしの会ぴいかぶう（庄司）、（小塩）
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　「はたち」の記念に献血をしてみません

か。

　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、

新たに成人になる「はたち」の皆さんの

ご理解とご協力をお願いします。

　また、冬季は血液が特に不足する時期

です。下記の日程で献血車が来町します

ので、皆さんの温かいご協力をお願いし

ます。

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／1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／1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

　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／ 1月 17日（月） 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

　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／2月19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（祝日を除く）
　9：00～ 17：00

�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

　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／ 2月 1日（火）10：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 1月 18日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

�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。

■問  健康推進課　� 55-2160

受付時間実施日・場所

13：30～ 16：00
2月 8日（火）
　柴田町役場

10：00～ 12：00
13：00～ 16：30

2月 13日（日）
　ヨークベニマル
　柴田店駐車場

接種スケジュール

母子健康手帳の予防接種記録欄の記載状況

1期
追加

1期初回
接種状況

2回目1回目

6～ 28日までの間隔で 2回接種、
さらに 1年後に 1回接種

×××
1期の予防接種を
全く受けていない

6日以上の間隔を置いて 2回接種××○
1期初回のうち
1回接種を受けた場合

1回接種×○○
1期初回のうち
2回接種を受けた場合

※特例措置は積極的な勧奨ではないため、個別通知は送付しません。

�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特例措置に該当する方は予防接種を無料で受けられます。
　②予診票は予防接種法改正に基づき平成17年 4月に様式が変わりました。接種を
　希望される方は、医療機関へ予約をする前に、月～金曜日（祝日を除く）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。

■問  健康推進課　� 55-2160
�������������

　平成17年 5月の国からの中止勧告により接種機会を逃していた方に対する特例措
置が設けられました。
　接種日において満9歳～12歳の方は、未接種分を1期予防接種として受けられます。
�������������������������������������
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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

☆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／ 1月 16日（日）  毎月第 3日曜日
※1月 29日（土）、30日（日）　東北室内選手権水球競技大会

○…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

1 月16 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

1 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／1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／1月20日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

2
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

1月11日（火）関根　朝成

生　　活 1月18日（火）近江　宣男

1月25日（火）佐藤由美子

■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
役場町民相談室（1階）

5日のみ役場第2会議室（2階）
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

1月 5 日（水）大友　勝彦

人　　権 1月12日（水）佐久間捷哉

1月19日（水）桂川　クメ

1月26日（水）星　マサ子行　　政

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

　母子父子家庭などの方々が生活上抱えているさまざまな問題について、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。事前予
約が必要です。
�日時／ 1月 19日（水）13：00～ 14：00　　�場所／県仙南保健福祉事務所

■予 ■問  仙南保健福祉事務所母子・障害班　� 53-3132

�日時／ 1月 20日（木）13：00～ 16：00　　�場所／役場 町民相談室（1階）
�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／2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　� 0224-63-5779

　司法書士が無料で法律相談に応じます。事前予約が必要です。
�日時／毎週水曜日（祝日を除く）13：30～ 16：30　
�場所／仙南司法書士相談センター（大河原町大谷字町向）　
�予約受付／月～金曜日（祝日を除く）9：00～ 17：00

■予 ■問  仙南司法書士相談センター　� 53-7116

　国土交通省では、迅速なリコールの実施やリコール隠しなどを防止するため、「自動
車不具合情報ホットライン」を通じて、皆さまのお車に発生した不具合情報を収集し
ております。お車に不具合が発生した際には、情報をお寄せください。
●フリーダイヤル　0120-744-960（平日9：30～ 12：00、13：00～ 17：30）
●自動音声　03-3580-4434（年中無休・24時間）
●ホームページ受付　www.mlit.go.jp/RJ/

自動車の不具合情報をお寄せください
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■船岡生涯学習センター　� 59-2520　

 児童図書　○おもしろ漢字 1　漢字の成り立
ち・おもしろ漢字 2　難読漢字・おもしろ漢字

3　漢字・おもしろ漢字 4　同音異義語～漢字

の使い分け（WILL こども知育研究所）○アニメ版少女チャングムの夢　新しい旅のはじまり・変わらぬ誓い（チャングムの夢製

作委員会）○せんろはつづくまだつづく（竹下文子）○いつまでもともだち（新沢としひこ）○コブタくんもうなかないで（かと

うようこ）○絵本わらべうた（赤羽未吉）○星と宇宙のふしぎ 109（永田美絵）○カレーライスのすきなペンギン（落合恵子）○

それほんとう？（松岡亨子）○ 100まで生きる（柳生弦一郎）○はしをわたらずはしわたれ（小野かおる）○パスワードダイヤ

モンド作戦（松原秀行）

 一般図書　○赤ちゃんがピタリ泣きやむ魔法のスイッチ（ハーヴェイ・カーブ）○また会いたくなる婚活のためのモテ講座（大
橋清朗）○キッキと爺ッちゃ！（岡田豊）○赤ちゃんが朝までぐっすり眠る方法（エリザベス・パンドリー）○出し入れ楽チン！

クイック収納術（飯田久恵）○尖閣戦争（西尾幹二・青木直人）○売国者たちの末路（副島隆彦・植草一秀）○魅惑の東北ローカ

ル線　南東北編・北東北編（河北新報社）○日本の英語（マーク・ピーターセン）
　

■船岡公民館　� 55-2030　

 児童図書　○やさいだいすきひみつのごはん・うどんはどこからきたの・4つのおさらでげんきになあれ（吉田隆子）○魔法のお
菓子（ルースキュウ）○うさぎがそらをなめました（あまんきみこ）○ねこざかなのおしっこ（渡辺有一）

 一般図書　○磯野家の相続（長谷川裕雅）○国民の遺書（小林よしのり）○体脂肪計タニタ社員の食堂（タニタ）○ふるさと
BOOK2011・奥州三十三観音の旅（河北新報社）
　

■西住公民館　� 52-4101
 児童図書　○ズーミンのまゆげのひみつ・ズーミンのおはようはまほうのコトバ（友永コリエ）○ちびまる子ちゃんのやさいだ
いすきえほん　にんじんのまき・なすのまき・ピーマンのまき・トマトのまき（さくらももこ）○もうすぐおしょうがつ（西村繁

男）○クリスマスのちいさなおくりもの（マンスン・アトリー）○こんなおみせしってる？（藤原マキ）

 一般図書　○赤ちゃん遊び（小西行郎・薫）○パウンド型ひとつで！ケーク・サル（信太康代）○相続の裏側（松田茂樹）○坂
本龍馬（黒鉄ヒロシ）
　

■槻木生涯学習センター　� 56-1997　

 児童図書　○ともだちのしるしだよ（カレン・リン・ウィリアウス）○ミリーのすてきなぼうし（きたむらさとし）○とってお
きの詩（村上しい子）○だいくおおにろく（まついただし）○ふるやのもり（瀬田貞二）○ 2歳のえほん百科 (講談社 ) ○チュウ

チュウ通り 2番地ゴインキョとチーズどろぼう (エミリー・ロッダ )○ミッケ！ 6○チャレンジミッケ！ 1○チャレンジミッケ！

2（ウォルター・ウィック）○おおきな木（シェル・シルヴァスタン）○仮面レストラン○お化けパソコンレストラン○座敷わら

しレストラン○恐怖のトンネルレストラン○ゾンビのレストラン○真夜中の学校レストラン○秘密のとびらレストラン（松谷みよ

子）○パンやのろくちゃんでんしゃにのって（長谷川義史）○やっかいな機関車○ 3だいの機関車○機関車トーマス（ウィルバー

ド・オードリー）

 一般図書　○マリアビートルズ（伊坂幸太郎）○往復書簡（湊かなえ）○終わらざる夏 上下 ( 浅田次郎）○三千枚の金貨 上下
（宮本輝）○あんじゅう（宮部みゆき）○ひそやかな花園（角田光代）○おれのおばさん○とうさんは大丈夫○ぼくたちは大人に

なる（佐川光晴）○寝ても覚めても（柴崎有香）○フリーター、家を買う。（有川浩）○断捨離（やましたひでこ）○小さいおう

ち（中島京子）○ゆんでめて（中島恵）○そうだったのか！池上彰の学べるニュース（池上彰）○子育てハッピーアドバイス 大

好き！が伝わるほめ方・叱り方○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）
　

■船迫生涯学習センター　� 57-2011　

 一般図書　○母に歌う子守唄―その後わたしの介護日記線―（落合恵子）○絵本処方箋（落合恵子）○私たちには物語がある（角
田光代）○ひとりの午後に（上野千鶴子）○神様のカルテ（夏川草介）○神様のカルテ＜ 2＞（夏川草介）○これからの「正義」

の話をしよう（サンデル ,マイケル）○マリアビートル（伊坂幸太郎）○バイバイ、ブラックバード（伊坂幸太郎）○寂聴・生き

方見本（瀬戸内寂聴）○老いてこそ上機嫌（田辺聖子）○だいじょうぶ 3組（乙武洋匡）
　

■船迫公民館　� 56-5128　

 一般図書　○超初心者将棋上達の方程式（日本将棋連盟書籍）○プラチナデータ（東野圭吾）○信州てくてくおいしいもの探訪
（伊藤まさこ）○床下の小人たち・改版（メアリ・ノートン）○宮古行「快速リアス」殺人事件（西村京太郎）○小さいおうち

（中島京子）○乙女の密告（赤染晶子）
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募 集

平成 22年に柴田町内に住宅を新築された皆さまへ
キンモクセイを無料配布します

　小室達は柴田町入間田出身で、伊達政

宗公騎馬像の作者として有名な彫刻家で

す。小室達のあまり知られていない父子

像や干支にちなんだうさぎなどの陶彫、

木彫、石膏型の作品を中心に紹介します。

�会期／ 1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）

�日時／ 1月 8日（土）、22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

小室達展

1月のトンボ玉体験会

★まちづくり政策課

○東北リコー株式会社さんが、ハナモモの苗木

　を寄贈。

○高治宏さん（台湾台北縣）が、花のまちづく

　り資金として 2,000,000 円を寄付。

○柴田町建設工事協議会さんが、花のまちづく

　り資金として 50,000 円を寄付。

★福祉課

○メガネの相沢柴田店さんが、老眼鏡を寄贈。

★教育総務課

○株式会社つばめエイジェンシーさんが、学校

　図書購入費として 300,000 円を寄付。

★柴田町図書館

○沓澤小波さん(船岡土手内)が、図書館の図書

　資料費として 10,000 円を寄付。

○柴田町図書館サポート委員会さんが、図書館

　の図書資料費として 24,000 円を寄付。

�日時／申込者に後ほど文書にて通知します。　　

�配布樹木／キンモクセイ（80�程度）

�対象／平成22年 1月 1日から 12月 31日までに住宅を新築し居住されて

　いる方（増改築・賃貸家・アパート・事務所を除きます）。

�申込方法／電話または、はがき（新築した住宅の住所・氏名・電話番号を記

　入）によりお申し込みください。

�申込期限／1月 31日（月）※当日消印有効

■申 ■問  柴田町緑化推進委員会事務局（農政課内）� 55-2122
　〒 989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45

　自由にふらっと気軽に遊びにくる“屋根のある公園“です。気軽にお出掛け

ください（予約は要りません）。

�日時／ 1月 18日（火）、25日（火）

　 10：00～ 11：45　　

�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

　20歳を迎えると、さまざまな権利とともに

義務も生まれます。国民年金に加入することも

その一つです。皆さま方の中には、「年金なん

て先のことだから関係ない」なんて思っている

人はいませんか？

　国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入して、

やがて誰にも訪れる老後の所得保障だけでなく、障害や死亡といった不慮の事

故などにより私たちの生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで前

もって保険料を出し合いお互いを支え合う制度です。

　また、少子高齢化が進行し現役世代の負担が年々増加していますが、基礎年

金の半分は国庫負担で賄われているため、現在20歳の方も将来、納付した保

険料以上の年金が受け取れます。さらに賃金や物価の変動に合わせて年金額が

改定されますので、大変有利です。ただし、加入の手続きや保険料の納め忘れ

があると年金が受け取れないこともありますので、「あのときに・・・」と後悔

する前に必ず国民年金の加入手続きを取りましょう！

　なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、「学生納付

特例」や「若年者納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますの

で、お住まいの市町村役場で国民年金の加入手続きと併せて申請してください。

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

子育てひろば“ゆるりん”
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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
1/5（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 8月生まれの方4か月児健康診査6（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 21年 6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。

7（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）

11（火）
12：45～ 13：15乾先生平成 20年 9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。

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付12（水）

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

  9：15～   9：45平成 22年 1月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

14（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

19（水）
12：45～ 13：15齋藤先生、和野先生平成 19年 7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26（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）31（月）

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）2/1（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
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 9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 21年 7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。

4（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付9（水）

  9：15～   9：45平成 22年 2月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

10（木）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

83-2061村　田吉田歯科医院83-2172村　田善積医院83-6061村　田村田内科クリニック1/1

84-2266川　崎山家歯科クリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院53-1460大河原甘糟医院2

52-3900大河原さくら歯科51-5500大河原みやぎ県南中核病院55-1702船　岡太田内科3

83-6480村　田前田歯科医院51-3741大河原庄司クリニック55-1702船　岡太田内科9

84-4851川　崎西村歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所52-1123大河原安藤医院10

52-1080大河原はせ歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-3755船　岡佐藤内科クリニック16

55-4025船　岡歯科ヒライ56-1451槻　木乾医院52-2777大河原平井内科23

53-4390大河原スエヒロデンタルクリニック54-1034船　岡船岡今野病院51-5355大河原さくら小児科30

53-3563大河原村上歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-6061村　田村田内科クリニック2/6

52-1563大河原もり歯科クリニック55-4103船　岡宮上クリニック83-2445村　田中核病院村田診療所11

52-3900大河原さくら歯科56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科53-1460大河原甘糟医院13

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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