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お知らせ版
平成23年2月15日

広報しばた・お知らせ版・第670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/

�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／町民および介護予防に携わる関係者
�参加費／無料・申込不要・直接会場にお越しください。
�持ち物／①玄米ニギニギダンベル（お持ちの方）②手ぬぐいかタオル

■問  地域包括支援センター　� 86-3340

　昨年 6月に、住民の皆さんとの協働活

動として開催しました「しばたのオープ

ンガーデン～美しい庭めぐり～」を、今

年も開催する予定です。魅力あふれる花

のまちづくりのため、皆さんが丹精を込

めて育てたお庭を一般公開してみません

か。お庭の種類（洋風、和風）は問いま

せんので、ぜひ参加をお願いします。お

庭を公開していただける方、興味のある

方は下記までお電話ください。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

募 集

「花のまち柴田」に向けて

オープンガーデン
協力世帯の募集

�日時／3月8日（火）9：45～11：00

�場所／農村環境改善センター

�テーマ／「みんなで演奏しよう」

�対象学区／全小学校区

�対象／就学前のお子さんと保護者

�持ち物／各自必要なもの
※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。

■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～

　ごみ減量・環境保護についてみんなで考えましょう。基調講演やパネル展示など盛

りだくさんの内容です。また、来場記念として、社会実験で回収した油から作った石

鹸の配布を予定していますので、ぜひお越しください。

�日時／ 2月 19日（土）13：00～ 16：00　　　�場所／船迫生涯学習センター
�内容／○環境講演会「くらしとごみについて考える」
　　　　　講師：松田美夜子氏（生活環境評論家）

　　　　○ごみ収集説明会（新しいごみ収集の解説）

　　　　○パネル展示（町内環境活動団体ほか）

■問 「もったいない運動」町民会議事務局（町民環境課内）　� 55-2113

　柴田町に図書館が誕生して約9カ月がたちました。毎日多くの利用者が訪れ、にぎ

わっています。柴田町図書館サポート委員会は、平成22年 9月、図書館支援のため

のさまざまなボランティア活動の母体となるため設立した住民ボランティア組織で、

現在約60人に会員登録いただいています。当会では、住民と共に成長し、住民の誇

りとなる図書館づくりのため、図書館と協働で活動していただける会員（個人・団体）

を募集しています。ぜひ図書館の成長・発展のため、私たちと一緒に活動してみませ

んか。会員の募集は随時行っています。

�主な活動内容／図書館で行なうイベントなどへの協力、図書館の環境美化活動、会
　報の発行、図書館利用の促進活動など、図書館のさまざまな支援を行います。

�会の運営方法／会員の会費、寄付金などにより運営しています。
�年会費／年間1,000円（個人・団体とも同じ）

■申 ■問  柴田町図書館サポート委員会事務局（柴田町図書館内）　� 86-3820

�募集人数／若干名

�勤務先／町内小・中学校

�申込方法／履歴書に必要事項を記入の

　上、教育総務課へ持参ください。

�募集期限／ 2月 22日（火）

■問  教育総務課　� 55-2134

会員募集中

図書館を支援するボランティア組織

柴田町図書館サポート委員会

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！」

柴田町環境広場環境講演会
～エコな未来を考える～

募 集

臨時学校用務員を募集します
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募 集

一目千本桜マラソン 2011　ボランティアスタッフ募集

　国では、景気の低迷などにより新規学卒者を取り巻く就職環境が非常に厳しいこと

から、卒業後3年以内既卒者の採用に係る各種奨励金の対象者を拡充し、今春の卒業

予定者で就職先が未決定の方も平成23年 2月 1日以降、対象としました。

○3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金

　�雇入れから6カ月後に事業主に100万円支給（1事業所あたり1回）

　�対象者は大学など（専門学校、短大、大学、大学院など）を卒業後、安定した就

　　労の経験がない既卒者、または今春の就職未決定卒業予定者

○3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

　�有期雇用期間中（原則3カ月）に対して月額10万円、正規雇用から3カ月後に

　　事業主に50万円支給

　�対象者は大学など（専門学校、短大、大学、大学院など）、高校、中学を卒業後、

　　安定した就労の経験がない既卒者、または今春の就職未決定卒業予定者

■問  ハローワーク大河原専門援助部門　� 53-1042

　柴田さくらマラソン実行委員会では、4月 16日に陸上自衛隊船岡駐屯地内で開催

する「一目千本桜マラソン2011」のボランティアスタッフを募集しています。多く

のランナーに喜んで走ってもらえるように、一緒にサポートしませんか。

�募集内容／

　

�申込方法／ＦＡＸまたはＥメールでお申し込みください。また、ご不明な点があり
　ましたら、お気軽にお問い合わせください。

�申込期限／2月 28日（月）
※ボランティア募集要項を、まちづくり政策課、槻木事務所、各生涯学習センター、しばたまち
　交流ひろば「ゆる．ぷら」に設置しています。
※現在、実行委員会では、募金活動を行っております。皆さまのご理解とご協力をお願いいたし
　ます。

■申 ■問  柴田さくらマラソン実行委員会　� 090-6688-0030（実行委員会専用電話）
　� 56-1422　Eメール：shibatasakura@gmail.com

　誰もが知っている曲から“The お琴”
な曲までさまざまな曲を演奏します。ぜ
ひこの機会にお琴の音色に触れて、癒さ
れてみませんか。入場は無料です。
�日時／3月13日（日）14：00～16：00
�場所／仙南信用金庫しんきんホール

■問  白石高等学校（遊佐） � 0224-25-2181

　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いでください。

入場は無料です。

�日時／ 2月 26日（土）10：00開演
�場所／船迫生涯学習センター
�出演者／宮城じょんがら会
�内容／津軽三味線演奏、
　　　　津軽民謡

■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�日時／ 2月 27日（日）9：30～ 16：00
�場所／蔵王町ふるさと文化会館（ござ
　いんホール）

�内容／仙南地区の青年たちによるステ
　ージパフォーマンス、美術作品展示、

　ジュニア・リーダーによる遊び体験、

　蔵王特産「食」のコーナーほか。大人

　も子どもも楽しめるイベントです。

■問  蔵王町教育委員会生涯学習課
　� 0224-33-2018

　さまざまな事情で親と一緒に暮らせない
多くの子どもたちが、乳児院や児童養護施
設といった施設で生活しています。また、
実家庭で養育することが難しくなったこの
ような子どもたちを自らの家庭に迎えて養
育していくのが里親です。私たち里親は、
この子どもたちにとって、この上ない安ら
ぎと温かな生活の場となるように、子ども
と共に泣き笑い、そして喜びも一緒になっ
て生活しております。どうか皆さま、この
里親制度をご理解の上、私たちと一緒に里
親の輪に入りご協力いただけないでしょう
か。心よりお願い申し上げます。

■問  宮城県中央児童相談所（里親担当）
　� 022-224-1532

家族みんなで
スプリングコンサート

内　　容日　　時

テント、看板類などの設置4月 15日（金） 9：00～ 12：00大会前日作業

受付、駐車場整理、給水、誘導4月 16日（土） 7：00～ 16：00当日運営

テント、看板類、給水所の撤収　　〃　　　 15：00～ 17：00当日撤収作業

仙南青年文化祭 in 蔵王
「せんなん集結！いでよセイネン　
　　　　　　　～つかもうぜ！絆～」

白石高等学校筝曲部

第 1回定期演奏会

　アルコールに関連するさまざまな問題を
抱えて悩んでいる本人、家族、関係者の方
および嗜癖問題を抱えている方やＡＣ（機
能不全家族）の方を対象に精神保健相談員
による相談を実施します。（要予約）
�日時／3月11日（金）13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　思春期の悩みを抱えている本人、家
族、関係者の方を対象に精神科医・精
神保健相談員による相談を実施します。
お気軽にご相談ください。（要予約）
�日時／3月4日（金）、18日（金）
　13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所　母子・障
　害班　� 53-3132
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　寒くなると「湯たんぽ」を使用する機会
が多くなり、「湯たんぽ」に関する事故情報
は年々増加しています。その半数は就寝
中などに低温やけどを負った事故ですが、
最近販売されている電子レンジやＩＨ
ヒーターなどで加熱するタイプでの事故
情報も寄せられています。電子レンジの
オート機能で加熱するタイプでは、「破裂
して顔面にやけどを負った」、ＩＨ対応の
湯たんぽの口金を閉めたまま加熱したら
「爆発してヒーターが壊れた」、加熱中口
金を取ったため、「お湯が吹き上がり顔面
などにやけどを負った」など、加熱中に大
きな事故となっている事例があります。
湯たんぽの加熱での思わぬ事故を防ぐに
は、オート加熱を使うと過剰加熱するので、
本体表示をよく見て加熱時間などを厳守
しましょう。また、ＩＨヒーターやガスコ
ンロでの直接加熱は控え、やかんなどで沸
かしたお湯を入れて使用しましょう。

■問  町民環境課消費生活相談  � 55-2113

加熱するタイプの　　　
湯たんぽの破裂に注意！

参加者募集

太陽の村本格そば打ち教室

募 集

柴田町立第一幼稚園
平成 23年度入園児追加募集　初心者、中級者の方を対象に教室を開催します。

�日時／ 3月 6日（日）～ 4月 24日（日）の全6回　13：30～ 15：00
�場所／入間田テニスコート　　　�募集人数／18歳以上の町民 15人
�受講料／3,000円　　　�申込期限／2月 28日（月）

■申 ■問  柴田町テニス協会事務局（加藤）（受付時間）10：00～ 18：00

�募集人員／ 5歳児 1人、4歳児 1人
�入園資格／町内に在住し、平成 23年
　4月1日現在で5歳と4歳のお子さん
�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。
�配布・受付／2月16日（水）～22日（火）
　8：30～ 17：15（土・日曜日、祝日を除く）
※応募多数の場合、抽選となります。

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　国民年金保険料の納付には、便利でお得な割引もある口座振替をご利用ください。
一度申し込みすれば毎月納めに行く手間が省け、納め忘れや納め間違いがなく安心、
便利です。手数料は一切掛かりません。振替方法によってお得な割引が受けられます。

 口座振替なら前納も納付書よりお得です
　1年分、6カ月分の前納が利用できます。しかも、納付書で前納するよりも割引額
が多くなります。

 口座振替ならお得な「早割」が選べます
　毎月引き落としにするとき、当月振替にすると毎月50円の割引が受けられます（通
常、翌月振替のところ1カ月早めることになりますので、初回に2カ月分が引き落と
しになります）。

 口座振替の手続きは
　国民年金保険料納付案内書または年金手帳、預貯金通帳、預貯金通帳の届出印をお
持ちになって、年金事務所または口座のある金融機関などでお申し込みください。4
月からの前納を希望される場合は、2月末までにお申し込みください。
　また、納付の方法として、クレジットカードも利用できます。詳しくは、年金事務
所へお問い合わせください。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113

　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 27日（日）9：00～ 12：00
　　 　　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

　妊娠、出産、子育ては誰もが初心者。
みんな同じように悩んでいます。楽しみ
ながら赤ちゃんを迎える準備をしてみま
せんか。事前予約は不要です。当日直接
会場にお越しください。
�日時／ 2月 22日（火）9：30～ 11：40
�受付時間／ 9：00～ 9：20
�場所／保健センター
�内容／沐浴体験をしよう！妊娠・出産につ
　いて語ろう！おなかの赤ちゃんに手紙を書
　こう！先輩ママの出産体験談など
�対象／妊婦および家族の方
�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

　「数社からの借入があり、今後の返済をど
うしようか」「収入の予定が狂ってしまって、
返済ができない」「返済のために、また新た
な借入をしなければならない」など、このよ
うなお悩みを抱えている方は、一人で悩ま
ずに、ご相談ください。借金の問題は必ず
解決できます。弁護士、消費生活相談員な
どが無料で相談に応じます。
�日時／ 3月 4日（金）9：30～ 15：30
�場所／県大河原合同庁舎
�募集人数／ 8人（事前予約制）
�予約受付期間／2月25日（金）～3月3
　日（木）9：00～16：00（土・日曜日を除く）

■予 ■問  大河原地方振興事務所県民サービ
　センター　� 52-5700

受講生募集

春季テニス教室

割引額（平成 22年度参考）振替日納付対象月振替方法

無翌月末当月分毎月（通常）
毎月 50円当月末当月分毎月（早割）
1,030 円4月末4月～ 9月分6カ月前納
1,030 円10月末10月～ 3月分〃
3,800 円4月末4月～ 3月分1年前納
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主な行事日学　校

6 年生を送る会8船岡小学校
� 55-1064 離任式29

6 年生ありがとう
集会

2槻木小学校
� 56-1029

吹奏楽部コンサート6

離任式29

お茶会3柴田小学校
� 56-1430 授業参観（1～ 5

年）懇談会
4

6年生を送る会9

離任式28

授業参観・学年ＰＴ
Ａ総会（1～ 5年）

2船迫小学校
� 55-5394

6 年生を送る会7

離任式29

6 年生を送る会4西住小学校
� 53-3227 離任式29

学習参観（1～ 5年）3東船岡小学校
� 55-1811 6 年生を送る会・

鼓笛引き継ぎ式
9

離任式29

学年末考査（1～2
年）・3学年ＰＴＡ
総会

1
船岡中学校
� 55-1162

1・2学年ＰＴＡ総会9

3年生分散会10

一日入学23

離任式29

予餞会1槻木中学校
� 56-1331 1・2学年ＰＴＡ総会17

一日入学25

離任式29

1・2学年ＰＴＡ総会18船迫中学校
� 54-1225 一日入学23

離任式28

卒業式18小学校共通

卒業式11中学校共通

修了式24小・中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

�期間／ 2月 25日（金）～ 3月 3日（木）
�場所／しばたの郷土館
�内容／柴田町内小・中学校児童生徒の
　書きぞめ展出品作品の展示

�主催／柴田町教育委員会

■問  教育総務課　� 55-2134

　仙南2市7町と仙南地域広域行政事務組合では、平成22年12月15日から平成23

年 1月14日までの期間、住民の皆さまから「ごみ有料化実施計画（案）」についてパブ

リック・コメント（意見募集）を実施いたしました。皆さまからお寄せいただいた意見を

類型化し、仙南2市7町と仙南地域広域行政事務組合の考え方を公開しております。

�公開方法／
仙南地域広域行政事務組合ホームページ（http//www.az9.or.jp/gyoumu/index.html）

のほか、柴田町では、町民環境課、槻木事務所、各生涯学習センター、西住公民館、

農村環境改善センターでも見ることができます。

■問  仙南地域広域行政事務組合業務課　� 52-2870　町民環境課　� 55-2113

�日時／2月26日（土）13：00～15：00
　2月 27日（日）9：00～ 14：00
�場所／船岡生涯学習センター
�開催内容／ 26日（土）作品展示
　27日（日）作品展示・芸能発表・即売コ

　ーナー・お楽しみ抽選会など

■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520

�日時／ 2月 20日（日）9：30～
�場所／農村環境改善センター
�内容／児童館園児の演技・作品展示、
　小学校児童の演技・作品展示、地域の

　方の作品展示など

■問  柴小地区地域づくり推進協議会
　� 56-4777

　介護者同士、お茶を飲みながら気楽に

おしゃべりしませんか。事前申し込みは

不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 3月 2日（水）13：30～ 15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

　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／ 3月 5日（土）
　10：00～ 12：00、13：00～ 16：30
�場所／ザ・ビッグ柴田店駐車場
�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。

■問  健康推進課　� 55-2160

第 19回柴田町小・中学校
児童生徒書きぞめ展

■「ゆる .ぷら 1周年感謝祭」のご案内
　昨年2月に開館してからの1年間、しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」は、
多くの町民の皆さまのご協力をいただき、賑わいあふれるイベントなどを開催す
ることができました。「ゆる．ぷら」から1年間の感謝の気持ちを込めまして、
「ゆる．ぷら1周年感謝祭」を開催します。ぜひお越しください。
　�日時／ 2月 20日（日）10：00～ 15：00
　�内容／クリスマスローズ［鉢花］即売会、さまざまなお雛さまの展示など

■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

ごみ有料化実施計画（案）への
パブリック・コメントの実施結果について

第 27回柴小地区
ふるさと交流のつどい

第14回

東船岡ふるさとまつり
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