
■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

お知らせ版
平成23年2月1日

広報しばた・お知らせ版・第669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/

　町営住宅の入居者を募集します。応募

者多数の場合は抽選とします。

�募集住宅／①神山前 3-305 号 (2K)

　　　　　　②槻木駅前503号 (3LDK)

�家賃／入居者の収入額・家族構成など

　によって異なります。

�申込用紙／都市建設課または槻木事務

　所に入居申込書などを用意しておりま

　す。

�受付期間／ 2月 1日（火）～ 14日（月）

　8：30～ 17：15（土・日曜日、祝日を除く）

�受付場所／都市建設課（槻木事務所で

　は受け付けできません）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

募 集

町営住宅入居者募集

　就業や互助会活

動を通じ、活力あ

るまちづくりの実

現や、暮らしを生

き生き元気に輝かせてみませんか。当セ

ンターでは、経験や能力に応じた高齢者

にふさわしい仕事を引き受け、会員の皆

さんへ提供しております。詳しくはお問

い合わせください。

○会員の就業・互助会活動例

就業：清掃、障子・襖 ･網戸張り替え、

　　　家事援助、除草、剪定、その他簡

　　　易な作業など

互助会：ダンス、民謡、軽体操・卓球、

　　　　カラオケ、パソコン、農作業

その他：手芸・手工芸製作、刃物研ぎな

　　　　ど

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　観光物産交流館（以下「交流館」）は、眺望が良く花が咲き誇る自然豊かな船岡城址

公園に、「郷土への愛着と誇りを深める交流拠点」として整備を進めています。

　町外の方々が訪れることはもちろんですが、町民の皆さまから愛され、利用してい

ただける施設を目指しています。間もなく完成ですので、ご期待ください。

■オープニングイベント
�日時／4月上旬 9：00～ 12：00
�内容（予定）／○オープニングセレモニー（9：00～）　○オープン記念企画（10：00
　～ 12：00）振る舞いもち、大黒舞、奥州一番太鼓、鉢花プレゼント、地場産野菜・

　鉢花販売、特選和洋菓子の販売など

■交流館の愛称を募集！
　町民の皆さまや本町を訪れる方々に愛され親しまれる、交流館の愛称を募集します。

�愛称の条件／船岡城址公園のイメージにふさわしいこと、親しみやすいこと、覚
　えやすいこと。

�応募の規定／応募資格は問いません。応募作品は自作で未発表のものに限り、応
　募は一人3点までとします。採用作品に関する一切の権限は町のものとします。

�応募方法／愛称、愛称の理由（愛称に込めた思い・願いなど）、住所、氏名、年齢、
　電話番号を明記し、持参、郵便、FAX、Eメールのいずれかの方法で応募ください。

�応募先／柴田町商工観光課観光物産交流館愛称係　〒989-1692 柴田町船岡中
　央2-3-45　FAX 55-4172　Eメール promote@town.shibata.miyagi.jp

�募集期限／2月 15日（火）
�賞／採用された方に賞状と記念品を贈呈
�採用作品の発表／町の広報紙・ホームページで発表のほか、オープニングセレモ
　ニーにて紹介します。

【交流館・船岡城址公園の特徴】
　交流館は、町の交流拠点にふさわしいものになるよう建築材には町有林ではぐくま

れた優良な杉やひのきを活用し、地場資源にこだわった施設です。また、船岡城址公

園は、サクラ、スイセン、カタクリ、レンギョウ、ハナモモ、アジサイなど四季折々

の花が織りなす美しい「花咲山」です。山頂からの眺望も自慢です。

【施設の概要】
�施設概要／交流館、イベント広場（さくら広場）、駐車場
�交流館の主な設備／○売店　○野菜・鉢花販売コーナー　○喫茶コーナー　○イベ

ントギャラリー　○お休み処　○展望デッキ　○トイレ　男女別トイレのほ

か、身障者用ゆとりトイレやオストメイトも備えています。

�営業時間／午前9時～午後 5時
��休館日休館日／毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月 29日～ 1月 3日／毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、12月 29日～ 1月 3日

■申 ■問  商工観光課　� 55-2123

会員募集

（社）柴田町シルバー人材センター
★町内在住 60歳以上の方★　　　　　
★女性歓迎★　　　　　　   　　　　　
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町民税・県民税所得申告相談日程表
相談会場対象行政区相談日相談会場対象行政区相談日

保健センター
　4階軽運動場

10区24（木）

農村環境改善センター

23区・25区2/2（水）

29Ｄ区25（金）21区・22区・27区3（木）

29Ａ区28（月）24区・26区4（金）

29Ｃ区3/1（火）

槻木生涯学習センター
　3階研修室

17Ｂ区7（月）

12Ａ区（中名生）
12Ｂ区

2（水）
17Ａ区8（火）

18Ａ区・18Ｂ区9（水）

12Ａ区（下名生）3（木）14区・20区10（木）

11Ａ区4（金）15区・19区14（月）

11Ｂ区7（月）13区15（火）

11Ｃ区8（火）16区16（水）

9Ａ区・9Ｂ区9（水）28区17（木）

7Ａ区・7Ｂ区10（木）

保健センター
　4階軽運動場

5区・8区18（金）

3区11（金）30区21（月）

1区・2区14（月）6Ａ区・6Ｂ区22（火）

4区15（火）29Ｂ区23（水）

○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をしてください。

○農業所得のある方で、「戸別所得補償モデル対策」により交付金を受給された方は、農林水産省（東北農政局）から郵送された

「戸別所得補償モデル対策における交付決定通知書」または振込額がわかる預金通帳をお持ちください。

○給与および年金所得の方は、源泉徴収票をお持ちください。

○事業所得などのある方は、一年間の売上金額・必要経費の集計をお願いします。
※消費税の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をしてください。町では消費税の申告を受け付けしておりません。

○医療費控除を受ける場合、あらかじめ一年間の医療費・生命保険給付額等の集計をお願いします。

○無収入の方で

�同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。

�誰の扶養にもなっていない方や別居している方の扶養になっている方は、「簡易申告書」（1月中旬に配布しています「平成 23

　年度　町民税・県民税所得申告相談のご案内」の裏面にあります）を税務課、槻木事務所または各申告会場に提出してください。

※詳しくは、1月中旬に配布しています「平成23年度　町民税・県民税所得申告相談のご案内」をご覧ください。

　待ち時間を少なくするため、下記の方々には受け付け前に領収書などをまとめていただけるよう、申告の手引き、集計票や電卓

などを用意しておりますので、ご協力をお願いいたします。

　�事業所得・農業所得・不動産所得などのある方　⇒　収入・必要経費などを項目ごとに計算

　�医療費控除を受ける方　⇒　受ける人・病院ごとに集計

■問  税務課　� 55-2116　Eメール：tax ＠ town.shibata.miyagi.jp　大河原税務署　� 52-2202
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■確定申告の受付期間
○所得税

　2月 16日（水）～ 3月 15日（火）

○消費税

　2月 16日（水）～ 3月 31日（木）
※還付申告の方は、2月16日以前でも申告書

　を提出することができます。

※税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日など）に

　は、申告相談および申告書の受け付けは行

　っていませんが、申告書は郵送または税務

　署の時間外収受箱に投函することにより提

　出できます。

■消費税の確定申告について
　平成 20年分で事業収入があり、課税

売上高が 1,000 万円を超える事業者は

「課税事業者」となり、消費税の申告が

必要です。

■e-Tax が便利でおトクです !!

　e-Tax とは、自宅やオフィス、税理士

事務所などからインターネットを利用し

て国税に関する申告、申請・届出などが

できるシステムです。インターネットパ

ソコンから申告書を送信できますので、

わざわざ休みをとって税務署へ行く必要

がありません。自分の空いた時間で申告

手続きができますのでとても便利です。

　なお、e-Tax を利用するには、事前に

電子証明書などの取得と開始届出書の提

出が必要となります。

　e-Tax を利用して所得税の申告をする

と、①国税庁ホームページからカンタン

申告、②最高 5,000 円の税額控除（平成

19年分から平成21年分までの確定申告

で本控除の適用を受けた方は受けられま

せん）、③添付書類が提出不要、④還付金

がスピーディー　など便利でおトクです。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧く

ださい。

ホームページ　http://www.nta.go.jp

■問  大河原税務署　� 52-2202

　所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）がある場合には、

その分を住民税から控除できます。

○平成11年から 18年末まで居住された方
�所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税の住宅ローン控除可能額が所得

　税から控除しきれない方が対象になります。

�平成23年度の個人住民税の住宅ローン控除は、平成22年度（昨年度）同様、町

　に「町民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなくても税額控除

　されます（平成20年度と 21年度については、申告書を提出することで個人住民

　税が税額控除されました）。

�給与所得の年末調整または所得税の確定申告を行うことで、所得税の住宅ローン控

　除が適用され、さらに住民税の住宅ローン控除が受けられるようになります。

○平成21年から 25年末まで居住された方
�初めて所得税の住宅ローン控除を受けられる方は、居住された年の翌年の所得税の

　確定申告期間内に、必ず申告を行っていただきます。また、2回目以降の方は、給与

　所得の年末調整または所得税の確定申告を行っていただきます。

�給与所得の年末調整または所得税の確定申告を行うことで、所得税の住宅ローン控

　除が適用され、さらに所得税の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない

　方が、住民税の住宅ローン控除を受けられるようになります。

○住民税の住宅ローン控除Ｑ＆Ａ

　　「住民税の住宅ローン控除の対象となった場合、税金は還付になるの？」

　所得税ではあらかじめ納めていた税金が確定申告（年末調整）をすることによ
り、多い分は還付になりますが、住民税での「住宅ローン控除」は、翌年度の個
人住民税（所得割）から税額控除（減額）するものなので、還付にはなりません。

　　「住民税からの控除額はどうやって計算するの？」

　控除額は、「所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれな
かった額」と「所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た額（最高
97,500円）」のいずれか少ない額になります。

　　「平成19年から平成20年末までに居住した場合は？」

　所得税の住宅ローン控除を受けられる方であっても、住民税の住宅ローン税
額控除の対象になりません（所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年の確定申
告で、控除期間を10年または 15年に延長する特例措置が設けられています）。

■問  税務課　� 55-2116　Eメール：tax ＠ town.shibata.miyagi.jp　
　 大河原税務署　� 52-2202

　宮城県では、宮城の豊かな環境を守り次世代に引き継いでいくため、平成23年 4

月から 5年間、個人および法人の県民税均等割の超過課税（「みやぎ環境税」）を実施

します（個人県民税均等割：年1,200円、法人県民税均等割：標準税率の10％がそ

れぞれ個人、法人の県民税均等割に上乗せされます）。詳しくは、宮城県ホームページ

をご覧いただくか、担当課へお問い合わせください。

　県ホームページ　http://www.pref.miyagi.jp/

■問  県税務課（税の仕組みについて）　� 022-211-2323
　県環境政策課（税の使いみちについて）　� 022-211-2661
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�場所／富沢字赤柴地内

�区画／ 50�（5m× 10m）約 15坪

�利用料金／ 1区画 6,000 円（年額）

�利用期間／ 3月～平成 24年 2月

�主な施設／トイレ、水道、駐車場
※募集対象の制限や申込期限はありません。
※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  富沢の集落営農を考える会（百々）
　農政課　� 55-2122

�募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。
　●柴田町に住所を有する方
　●65歳未満の方
　●過去に町の緊急雇用対策で6カ月を超える期間雇用された方は除きます。
　なお、企業の雇用調整などによる雇い止めにより離職した方および内定を取り消さ
れた方、新卒者（高校・大学・専門学校など）を優先に採用いたします。
�職種・職務内容など／

　防衛省では、自衛隊幹部候補生を募集

しています。幹部自衛官は陸・海・空自

衛隊の重要なポジションで活躍します。

�資格／平成24年4月1日現在、20歳

　以上 28歳未満の方（22歳未満は大学

　卒業見込みの方、26歳以上は大学院

　修士課修了見込みの方）

�募集期間／2月1日（火）～5月6日（金）

�試験期日／ 1次試験　5月 14日（土）

　海・空飛行要員は 5月 15日（日）

　2次試験　6月 14日（火）～ 16日（木）

■問  自衛隊大河原地域事務所
　� 53-2185、総務課　� 55-2111

　ＮＨＫ学園では、趣味・教養から語学・

資格まで、幅広いジャンルの講座（200

コース以上）の受講者を募集しています。

通信講座で新しい趣味・スキルを身に付

けてみませんか。

�主な講座／俳句、短歌、川柳、書道、ペ

　ン字、写経、水彩画、絵手紙、写真、自

　分史、古文書、ハーブ、漢方薬膳、折り

　紙、セルフ・カウンセリング、簿記など

�受講期間／ 3カ月～ 1年　

�対象／一般の方

�申込方法／ご請求によりご案内書をお

　届けします。電話、ＦＡＸ、ホームペ

　ージからお申し込みください。

■申 ■問  ＮＨＫ学園　� 042-572-3151
　� 042-574-1006

　http://www.n-gaku.jp/life

募 集

富沢農園利用者募集

受講者募集中

NHK学園

「生涯学習通信講座」

募 集

自衛隊幹部候補生募集

募 集

柴田町臨時職員を募集します（緊急雇用対策）

�雇用期間／平成23年 4月 1日～平成 23年 9月 30日
�勤務条件／○勤務時間など　月～金曜日　8：30～ 17：15（1日 7時間 45分勤務）
　　　　　　　月20日程度　※職種により勤務時間が異なる場合があります。

○賃金　日額5,813円（時間給 750円）
○社会保険および雇用保険は勤務条件により加入いたします。

�申込期間／○2月 1日（火）～ 15日（火）（土・日曜日、祝日を除く）
受付時間：8：30～ 17：00　
○募集人数に満たない場合は、随時募集とします。

�申込方法／○申込先　柴田町役場総務課秘書職員班　
○提出書類　①市販の履歴書（写真添付）　②離職した方は、就職時の雇
　用契約書または雇入れ通知書もしくは離職票などの写し　③新卒者は、
　卒業見込証明書
※上記書類は返却しませんのでご了承願います。

�選考方法／書類審査のほか面接を行います。※詳細は申込時にご連絡いたします。
�その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。
※診断書は自費負担になりますのでご了承願います。

■申 ■問  総務課　� 55-2111

募 集

みやぎ県南中核病院職員募集

�試験の方法／第1次試験：教養試験・職場適応性検査、第2次試験：作文試験・人
　物試験（面接）・健康診査、身上調査：受験資格の有無および申込記載事項の真否の
　調査
�受験申込受付／月～金曜日8：30～ 17：00（祝日を除く）
※郵便の場合は、締め切り日の午後5時までに到着したものに限り受け付けます。

�申込期限／2月 15日（火）

■申 ■問  みやぎ県南中核病院事務部総務課人事係　� 51-5500
　〒 989-1253　大河原町字西38番地 1

�職種／事務職員（初級）　　　�採用予定人数／若干名
�採用予定日／平成23年 4月 1日
�受験資格／昭和55年 4月 2日から平成 5年 4月 1日までに生まれた方
�試験日・場所／

第 2次試験第 1次試験区分

3月中旬頃2月 26日（土）期日

第 1次試験合格者に通知します。みやぎ県南中核病院 2階講堂（予定）場所

応募資格職務内容募集人数職　種

パソコン操作（ワード・
エクセル）ができる方一般的事務補助に従事5人一般事務等補助

草刈・剪定・施設修繕・へい獣
処理など5人施設環境整備労務

町内小中学校で、児童生徒へ
の学習補助、図書室での整備
支援、学校環境整備など（学校
で行う業務全般支援）

9人校務支援業務
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　1月に配布した「がん検診等申込書（平

成 23年度実施分）」の提出はお済みで

しょうか。まだ申込書がお手元にある方

は、至急ご提出ください。

　4月から胃がん検診、5月から大腸が

ん検診・前立腺がん検診の実施を予定し

ています。

　結核検診については、感染の拡大を防

止するため、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。職

場や医療機関などで受診する方は、あら

かじめ申込書に「 × 」（受けない）をつけ
バツ

てご提出ください。

　転入された方には随時申込書を配布し

ていますが、転入手続き後 1カ月を過ぎ

ても申込書が届かない場合はご連絡くだ

さい。電話でもお申し込みを受け付けて

います。

　がん検診などの詳細については、お知

らせ版 1月 15日号をご覧ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

�日時／ 2月 26日（土）13：00～ 15：30（開場 12：00）
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／○介護予防活動発表（玄米ダンベル体操サークルやノルディックウォーキン
　グサークルなどの楽しい活動発表）
　○講演「楽しく元気にレクリエーション」講師：山内直子氏（宮城県レクリエーショ
　ン協会）
�対象／町民の方および介護予防に携わる関係者の方　　�参加費／無料
�持ち物／玄米ニギニギダンベル（お持ちの方）、手ぬぐいまたはタオル
※申し込みは不要です。直接会場にお越しください。

■問  地域包括支援センター　� 86-3340

子育て支援センターに遊びにきませんか？
　子育て支援センターは、柴田町在住の子育て親子ならどなたでも自由に利用で
きる交流の場です。スタッフによる遊びの提供や子育て相談なども実施してい
ますので、ぜひご利用ください♪
�開放日／月～土曜日（祝祭日、年末年始は除く）
�時間／ 9：00～ 17：00（土曜日は 9：00～ 12：00）

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）　� 54-4040

　年金を受ける権利は、本人が死亡すると無くなりますので、年金を受けている方が
亡くなられたときは、「死亡届」の提出が必要です。この届け出が遅れますと、年金を
多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意く
ださい。
　なお、亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは、生計を同じくし
ていた遺族の方からの請求によって、その年金が支払われます。請求できる遺族の範
囲・順位は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた、①配
偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹　です。

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

　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・場所／
　○ 2月 8日（火）
　　13：30～ 16：00　柴田町役場

　○ 2月 13日（日）
　　10：00～ 12：00、13：00～ 16：30

　　ヨークベニマル柴田店駐車場

�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

＜予防対策＞
＊外出をしたら手洗い・うがいをし
　ましょう。
＊咳エチケットを実施しましょう。
　�咳やくしゃみなどの症状がある
　　方はマスクを着用する。
　�咳やくしゃみをする時はティッ
　　シュなどで口と鼻を覆う。
　�ティッシュはその都度捨てて、
　　その後は手を洗う。

■問  健康推進課　� 55-2160

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／2月8日（火）・22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／2月8日（火）・22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

第 4回柴田町介護予防推進大会「こころも体もわくわく元気！」

年金を受給していた方がお亡くなりなったときは、
速速速速速速速速速速ややややややややややかかかかかかかかかかににににににににににおおおおおおおおおお届届届届届届届届届届けけけけけけけけけけをををををををををを速やかにお届けを

インフルエンザが
流行しています！
感染の予防に心がけましょう！
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　町では、降雪量がおおむね 10�以上

になった場合、幹線町道や集落幹線町道

の車道を中心に除雪作業を実施します。

坂道や日陰、交差点など、凍結の恐れが

ある場合には、融雪剤とすべり止め用砂

の散布を行い、凍結防止に努めます。

○除雪作業は昼夜問わず実施しますので、

　路上駐車はしないようにしてください。

○除雪車は重機のため、道幅の狭い車道

　では通行の妨げになる場合があります。

　作業にはご理解ください。

○除雪した雪が宅地前に残ってしまいま

　す。各家庭での除雪にご協力ください。

○除雪した雪を道路に出さないようにし

　てください。

■問  都市建設課　� 55-2120

　柴田町下水道（雨水）の都市計画変更について、説明会を開催します。

この説明会は、「鷺沼排水区」に係る都市計画を決定、変更するに当たり、作成した素

案の内容などを町民の皆さまにお知らせし、意見を求めるため開催するものです。

�日時／ 2月 25日（金）19：00～ 21：00　　
�場所／西住公民館（船岡字大住町13-1） 
※大河原町との共同開催となります。

■問  上下水道課　� 55-2118、Eメール water@town.shibata.miyagi.jp （ファイ
　ルの添付はしないでください）

　労働基準法第 36条に基づく協定（以

下「36協定」）の適正化などにより、長

時間労働の抑制および過重労働による健

康障害の防止を図るため、宮城労働局で

は「みやぎ 36協定適正化キャンペーン」

を設定しました。キャンペーンでは、次

のことを重点に、労使をはじめとする関

係者に対する広範な周知・啓発などを集

中的に行います。

○ 36協定の適正化などにより時間外労

　働・休日労働を削減すること。

○長時間労働者への医師による面接指導

　など、労働者の健康管理に係る措置を

　徹底すること。

○時間外労働・休日労働を必要最小限と

　すること。

※「36協定」
　労働基準法で定める労働時間を超えて労働

（時間外労働）するとき、同法で定める休日に

労働（休日労働）するとき、時間外労働がで

きる時間や休日労働ができる休日などを労使

で協定し、労働基準監督署に届け出する必要

があります。この協定は、労働基準法第36条

に定められていることから「36協定（さぶろ

くきょうてい）」と言われています。

■問  宮城労働局労働基準部監督課
　� 022-299-8838

　「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、65歳未満の定年の定めをして

いる事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、次の①から③までのいずれ

かの措置を講じなければなりません。詳しくはお問い合わせください。

　①定年の引き上げ

　②継続雇用制度の導入　
　　※希望者を定年後も引き続き雇用する制度。労使協定を締結する必要があります。

　③定年の定めの廃止

■問  ハローワーク大河原　� 53-1042

　毎年、自動車の登録や検査の手続き（名義・住所変更、廃車、車検など）をされる

方々が3月に集中いたします。そのため、窓口や検査場はもとより駐車場が大変混雑

し、申請者の方々には、場合によっては3時間以上お待ちいただく状況となっており

ます。これらの手続きは、できるだけ早めに、2月中に済ませていただくようお願い

いたします。なお、窓口の受付時間、お問い合わせ先は次のとおりです。

＜窓口の受付時間＞
　月～金曜日　8：45～ 12：00、13：00～ 16：00（祝日を除く）

■問  東北運輸局宮城運輸支局
　○登録関係　� 050-5540-2011　　
　○検査関係　� 022-235-2513
　○車検予約　パソコン　http://www.navi.go.jp
　　　　　　　携帯電話　http://www.navi.go.jp/m/
　　　　　　　予約システムヘルプデスク　� 0570-030-330
　　　　　　　※予約システムに係る操作方法と予約の空き状況を案内いたします。
　○ホームページ　http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/mg/mg-index.htm

　毎年3月は名義変更、廃車などの各種手続きや検査申請が集中し、大変混雑します。

特に週末や中旬以降に集中するため、長時間お待ちいただく場合がありますので、こ

れらの各種手続きは早めに済ませるようお願いします。

�受付時間／月～金曜日8：45～ 11：45、13：00～ 16：00（祝日を除く）

■問  軽自動車検査協会宮城主管事務所　� 022-284-1368

柴田町公共下水道（雨水）の都市計画変更に
関する説明会を開催します

　　　　　　　　　　　　　事業主の皆さまへ　　　　　　　　　　　　　

高年齢者の雇用確保措置はお済みですか

自動車の登録・検査の手続きについて

軽自動車の名義変更・廃車手続き、車検はお早めに！
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�日時／ 2月 27日（日）13：00～

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／町民、町内に勤務している方

�演奏者／仙台フィルのメンバー

�入場料／無料　※入場整理券が必要です。

●入場整理券の配布（先着300人）

�配布期間／ 2月 1日（火）～ 26日（土）

　9：00～ 17：00（日曜日・祝日・休館日

　を除く）※配布は一人につき 4枚までです。

�配布場所／槻木生涯学習センター

■問  槻木生涯学習センター  � 56-1997

　弥生3月　杉の子福祉コーラスと一足

早いひな祭りを大人から子どもまでみん

なで楽しみましょう。大人だけの参加も

大歓迎です。

�日時／ 3月 1日（火）10：30～ 11：30
�場所／地域福祉センター 多目的ホール
�内容／コーラス・ハンドベル鑑賞、簡
　単なひな人形づくり

�参加費／無料

■問  柴田町社会福祉協議会  � 58-1771
　ホームページ　http://www.s-shakyo.jp

　上川名地区では平成 21年度から、宮

城県の「集落営農ステップアップ支援事

業」の指定を受け、民俗研究家として活

躍されている結城登美雄氏を招いて継続

的に集落づくりに取り組んできました。

今回、全町的に地域づくりの参考にして

いただこうと結城氏を招き、農村を元気

にするための講演会を開催いたします。

ぜひ、お越しください。

�日時／2月22日（火）13：30～15：00
�場所／農村環境改善センター
�演題／「活力ある農村集落づくり」
�参加費／無料
�主催／上川名地区活性化推進組合
�共催／柴田町

■問  農政課　� 55-2122

�日時／ 3月 6日（日）14：00～
�場所／岩沼市民会館　大ホール
�内容／第 1部：槻木小学校吹奏楽部に
　よる単独演奏、第 2部：ソロ・アンサ

　ンブルステージ、第 3部：槻木中学校

　吹奏楽部・槻木ウィンズサークルとの

　合同演奏

�入場料／無料

■問  槻木小学校　� 56-1029

　地元柴田産のそば粉で「そば」を打っ

て風味豊かなそばを味わってみませんか。

�日時／ 3月 5日（土） 9：00～ 13：00
�場所／農村環境改善センター
�内容／そばについて学習した後、そば
　打ちを行い、会食をします。

�対象／小学生（3年生以上）と親
�募集人数／ 8組（先着順）
�参加費／ 1,500 円（親子 2人分）
※参加費は当日お受けします。

�持ち物／エプロン
�申込期限／ 2月 26日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　お子さんからおじいちゃん、おばあ

ちゃんまでみんなが楽しめるコンサート

です。ご家族おそろいでお越しください。

入場は無料です。

�日時／ 2月 26日（土）10：00～
�場所／船迫生涯学習センター

■問  船迫生涯学習センター   � 57-2011

　地場産そば粉を使用した、太陽の村の

そば打ち教室は、そば打ちの技を磨くの

に最適です。

�日時／ 2月 13日（日）・27日（日）、
　3月 13日（日）　9：00～ 12：00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／各 10人（先着順）
�参加費／ 2,000 円（昼食付き）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器
�申込期限／各開催日の前日

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

「弦楽四重奏」演奏会のお知らせ

「結城登美雄氏」講演会の開催

おひなさまサロンコンサート

槻木小学校吹奏楽部コンサート

家族みんなでスプリングコンサート

参加者募集

太陽の村

本格そば打ち教室

募 集

親子で「そば打ち」を
してみませんか
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●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／ 2月 3日（木）、10日（木）、17日（木）、24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／ 2月 23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）

�日時／2月12日（土）、26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

2月のトンボ玉体験会

●子育てひろば“ゆるりん”
　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。8日はおも

ちゃ病院も来院します。

�日時／ 2月 1日（火）、8日（火）、15日
　（火）、22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

●ゆるりん学童クラブ
　郷土料理作りとゲーム大会をしてみん

なで楽しもう！

�日時／ 3月 5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

　教育委員会では、経済的な理由により、

お子さんの就学（小学校・中学校）にお困

りの方を対象に、学校での勉強に必要な

学用品、修学旅行、学校給食などの費用

について、一定範囲内での援助を行って

います。詳しくはお問い合わせください。

■問  教育総務課　� 55-2134

　主催事業　
■「囲碁将棋教室」のご案内
�日時／ 2月 3日（木）、19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
�テーマ／「記録された柴田町�」
�概要／紀行文や地史に記された柴田町を紹介します。
�日時／全2回　2月 9日（水）、23日（水） 14:00 ～ 15:00
�対象／どなたでも受講できます。　　�募集人数／10人（先着順）　
�参加費／無料
�申込方法／2月 8日（火）まで、「ゆる．ぷら」に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／ 2月 17日（木）、24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。

■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　　� 2月の休館日／毎週月曜日

�場所／蔵王野鳥の森自然観察センター

■申 ■問  蔵王野鳥の森自然観察センター　� 0224-34-1882　� 0224-34-1871

ことりはうすイベント情報
申込期限参加費日　　時内　容

2月 5日（土）1,000 円2月 6日（日）10：00～ 14：00●かんじきで雪山探検

①②は当日現地
受付（予約不要）
③2月12日（土）

①　 800 円
②　 500 円
③ 1,000 円

①2月11日（金・祝）～13日（日）
　　　　　　　   　9：00～15：00
②2月12日（土）  9：30～13：00
③2月13日（日）10：00～15：00

●ことりはうすの冬あそび
　①ことり用巣箱つくり
　②森林浴教室
　③竹かごつくりに挑戦

2月 19日（土）　 300 円2月 20日（日）10：00～ 14：00
●アニマルトラッキング
　雪上の動物の足跡追跡など

募 集

ゆるりんからのお知らせ

準要保護児童生徒
就学援助制度



お知らせ版 ●9第 669号

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

2 月 6 日（日） 9:00～16:00

2 月20 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

2 月13 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／2月15日（火） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／2月17日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

3
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

2月 1 日（火）飯渕　紀子

生　　活
2月 8 日（火）関根　朝成

2月15日（火）近江　宣男

2月22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）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

2月 2 日（水）木島　基子

人　　権 2月 9 日（水）渡邉みち子

2月16日（水）桂川　クメ

2月23日（水）飯渕　紀子行　　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

28272625242322212019181716151413121110987654321　　　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
×××××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／ 2月 20日（日）  毎月第 3日曜日　　�イベント実施（対象：子ども・有料）／2月13日（日）

�プール休館／2月 23日（水）～3月 9日（水）  プール可動床のメンテナンス

○…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

　税理士法に基づき、社会活動の一環と
して、小規模な事業者のために東北税理
士会大河原支部主催による相談会を実施
します。電話で申し込みください。
�日時／2月23日（水）10：00～15：00
�場所／各税理士事務所
�内容／所得税の確定申告、申告書の作
　成指導、消費税の税務相談
�申込期限／ 2月 22日（火）

■申 ■問  高橋正衛税理士事務所
　� 0224-26-1618

�日時／ 2月 17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、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／3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

　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／ 3月 1日（火）10：00～ 15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 2月 15日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　どなたでも相談できます。相談は無料
です。
�日時／ 2月 5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。
　一人で悩まず、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
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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）

  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）

14（月）

12：45～ 13：15小屋先生平成 20年 10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。

15（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

16（水）
12：45～ 13：15小島先生、小田部先生平成 19年 8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佐藤先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）17（木）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付23（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）25（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
3/2（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 10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、川口先生平成 21年 8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）

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）7（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付9（水）

  9：15～   9：45平成 22年 3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

53-3563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

84-2266川　崎山家歯科クリニック51-1502大河原大河原整形外科クリニック56-1012槻　木玉渕医院20

83-2061村　田吉田歯科医院57-1231船岡高沢外科・胃腸科54-2316船　岡村川医院27

57-1918船　岡よしだ歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院58-2220船　岡ふなばさま医院3/6

55-5126船　岡和野歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-5503村　田町南診療所13

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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