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　しばた桜まつりの開催前に、船岡城址

公園と白石川河川敷（一目千本桜）の一

斉清掃を実施します。皆さまのご協力を

お願いします。作業しやすい服装でお集

まりください。※小雨決行

�日時／ 3月 26日（土）9：00～ 11：30
�集合場所／
○船岡城址公園

（観光物産交流館前駐車場　開会式会場）

○白石川河川敷

（土手内側：あづま屋付近　開会式会場）

（北船岡側：柴田大橋下）

�持ち物／軍手、火ばさみ

■問  商工観光課（船岡城址公園）� 55-2123
　 都市建設課（白石川河川敷）� 55-2121

参加者募集

「花のまち柴田」に向けて

船岡城址公園フラワーガーデン
植栽活動

　船岡城址公園山頂に住民の皆さんとの

協働で整備を進めているフラワーガーデ

ンに、さまざまな花の植栽と木柵を設置

します。住民の皆さんの手作りによる新

たな景観地づくりに参加してみませんか。

作業しやすい服装でお集まりください。

※小雨決行

�日時／ 3月 12日（土）、13日（日）
　両日 9：00～ 12：00
※どちらか 1日だけの参加も可能です。

�集合場所／船岡城址公園（旧勤労青少
　年ホーム前）

�活動場所／船岡城址公園山頂
�活動内容／花木の植栽、木柵の設置と
　塗装

�持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ
※団体で参加される場合は、3月 8日（火）ま
　で、まちづくり政策課へお電話ください。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�日時／ 4月 17日（日）9：00～ 15：00　※雨天中止
�場所／船岡城址公園三の丸野外ステージ
�申込期限／3月 18日（金）

■申 ■問  実行委員会事務局（舟山）　

出演者募集

バンドフェスティバル in 桜まつり

船岡城址公園・白石川河川敷
の一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清清掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃掃

　装いも新たに木の香り漂う観光物産交流館や一目千

本桜の絶景ポイントとして展望デッキ、山頂の眺望環

境も整備され、桜まつりに訪れるお客さまをお迎する

準備が進んでおります。

　今年も船岡城址公園と白石川堤をメイン会場に「し

ばた桜まつり」を開催します。期間中、さまざまなイ

ベントや多くのお店を出して、桜の景観と眺望ととも

に、柴田町の良さと元気をいっぱい出した柴田の心意

気を、広く全国や海外から訪れるお客さまに送りたいと考えています。

　町も頑張る、商工会も、観光物産協会も、そして町民の皆さんのパワーをお貸しく

ださい。ボランティアとして参加、応援していただける方を募集します。グループや

団体、個人など、参加の形態は問いません。

　流れは待つことなく、みんなでつくりましょう。「自分も参加して、桜まつりを盛り

上げたい」という皆さんのご連絡をお待ちしています。申込用紙は商工観光課に用意

しています。

�ボランティア募集�
　参加メニューですが、これはほんの一例です。参加される皆さんを町が支援します。

�人にやさしい！観光ボランテイアガイド　訪れる人に道案内や眺望ポイントを紹介
�主役には、ふさわしい舞台がある！ステージ出演　踊り、演奏など得意なものを披露
�本当の美しさは内面に！清掃ボランティア　まつり会場のごみ拾いなど
�目立つことはしないが、目立ってしまうことはある！
　　パフォーマンス　桜の木の下や河川敷で自慢の芸を披露

　
�フリーマーケット募集�

�開催日／ 4月 9日（土）※雨天時は10日（日）に延期となります。
�場所／船岡城址公園　　　�募集区画数／20ブース（先着順）
�参加費／300円（通信費など）※参加費は説明会時に集金します。
�申込期限／3月 15日（火）
説明会を開催します
�日時／ 3月 26日（土）10：00～　　　�場所／しばたの郷土館

　
■申 ■問  商工観光課　� 55-2123
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　平成22年 3月から工事を進めていた、船岡中学校
の新屋内運動場が完成しましたので、町民の皆さまに
ご覧いただくよう、内覧会を開催いたします。建物内
は自由にご覧いただけます。
�日時／ 3月 5日（土）10：00～ 15：00
�施設の構造規模／○鉄骨造2階建て、延べ床面積1,846�　○バドミントンコート
　6面、バレー（バスケ）2面、2階ギャラリーは卓球の練習ができます。
�持ち物／上靴かスリッパをお持ちください。

■問  教育総務課　� 55-2134

�開会日時／ 3月 7日（月）9：30（予定）
※昨年の 12月定例会より、開会は月曜日、時
　間が 9時 30分に変更となっています。

�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／ 3月 7日（月）：町政報告、施政
　方針、一般質問

　8日（火）、9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

　医療保険制度の改正により、平成 23
年4月から、70歳以上75歳未満の方の
うち現役並み所得者以外の方は、医療機
関での自己負担が2割に引き上げられる
予定でした。しかし、この改正が凍結さ
れ、平成 24年 3月まで 1割に据え置か
れることになりました。国民健康保険加
入の方で、現在 1割の保険証をお持ちの
方には、3月下旬に被保険者証（兼）高
齢受給者証を送付します。平成 23年 4
月以降に受診の際は、新しく送付される
保険証を提示してください。

■問  健康推進課　� 55-2114

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

3 月 6 日（日） 9:00～16:00

3 月20 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

3 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／3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／3月17日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

4
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

3月 1 日（火）飯渕　紀子

生　　活

3月 8 日（火）関根　朝成

3月15日（火）近江　宣男

3月22日（火）佐藤由美子

3月29日（火）飯渕　紀子

■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

3月 2 日（水）佐久間捷哉

人　　権 3月 9 日（水）大友　勝彦

3月16日（水）木島　基子

3月23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

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

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火
☆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／ 3月 20日（日）  毎月第 3日曜日　　

�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

�募集人数／ 1人
�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。
�募集期間／3月 1日（火）～ 11日（金）8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

�募集人数／ 1人
�勤務先／町内小・中学校

募 集

臨時学校図書館司書を募集します臨時学校事務補助員を募集します

柴田町議会第 1回定例会
傍聴のご案内

70 歳以上 75 歳未満の方へ
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募 集

竹炭づくり自然体験教室

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
　昨年6月に、住民の皆さんとの協働で開催しました「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

　自然環境にやさしい竹炭を、オイル缶

で手軽に作ってみませんか。作った炭で

素晴らしい炭の効能を体験してみてはい

かがでしょう。

�日時／ 3月 19日（土）8：30～ 17：00
3月 21日（月）9：00～ 10：00

※天候により延期することがあります。

�場所／船岡生涯学習センターに集合し、
　体験会場（下名生）へ移動します。

�募集人数／一般成人 10人（先着順）
�参加費／ 300円
�持ち物／昼食、軍手、長靴、汚れても
　よい服装

�申込期限／ 3月 17日（木）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

○ぴいかぶうのへや「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべ歌、手遊びなど

をゆったりと楽しみませんか。時間内は

出入り自由です。参加は無料です。

�日時／ 3月 3日（木）、10日（木）、17
　（木）、24（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／3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）

　子どもの「生きる力」の基礎的な資質

や能力を養う上で、重要な役割を担う家

庭や地域の教育機能の低下が叫ばれてい

ます。県中央児童館勤務経験のある講師

から、子ども会活動を通して、集団でも

まれながら子どもたちが社会性を身に付

け、また子どもを社会の一員として自立

させるために家庭や地域の役割などエピ

ソードを交えながらの講演です。

�日時／ 3月 11日（金）16：30～
�場所／船迫生涯学習センター
�講師／佐伯洋昌氏（仙台大学教授）
�対象／小学生を持つ保護者
�募集人数／ 30人（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 3月 9日（水）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　親子で楽しめるディズニーの最高傑作
「トイ・ストーリー 3」を大ホールで午
前と午後の2回上映。平土間ホールでは、
視聴覚教材センター保有の楽しい映画を
上映します。また、仙南地域の貴重な自
作視聴覚教材の上映や紙芝居の展示、お
絵かき（ぬりえ）ができるコーナー、太
陽望遠鏡の観察体験もできます。
�日時／3月13日（日）10：00～15：00
�場所／仙南芸術文化センター（えずこ
　ホール）
�上映作品／
○大ホール ｢トイ・ストーリー 3」（1回
　目 10:00 ～、2回目 13:00 ～）
○平土間ホール「ジャングル大帝」など
　12本（上映時間は会場にて）
�参加費／無料

■問  仙南地域広域行政事務組合視聴覚教
　材センター　� 52-3433

募 集
家庭教育講演会

「地域・家庭の教育力を　　　　
　　子ども会活動でレベルアップ」

仙南地域広域行政事務組合

「視聴覚教材センター　
　　　フェスティバル」
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　絵本や紙芝居、わらべ歌を一緒に楽し

みませんか。好きな絵本、お薦めしたい

本があったらお持ちください。読み合い

ましょう。参加は無料です。

�日時／3月16日（水）10：30～11：30
�場所／船岡公民館

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～
�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

　未就学のお子さんを持つ保護者の方
の子育てを応援するボランティアです。
子育て中の親子を支援したいと思って
いる方、子どもが好きな方大歓迎です。
�活動場所／柴田町内
�内容／年間約 20回の活動
�応募資格／年齢、性別、資格、経験
　は問いません。
�申込期限／ 3月 18日（金）

■申 ■問  子育て支援センターるんるん
　（船迫児童館内）　� 54-4040

�日時／ 3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。

�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

　柴田町内で活動している団体・個人

が制作した多様なジャンルの作品展

示・頒布会です。入場は無料です。

�期間／ 4月 10日（日）～ 24日（日）

�時間／9：00～ 16：30

※期間と時間は各団体などにより異なります。

　さくら回廊inしばた開催のため、4

月7日（木）～26日（火）の期間は、施

設各室の貸し出しができません。

　みんなで楽しみながら、観賞用菊

花の栽培方法を学びませんか。

�期間／ 3月 23日～ 10月（月2回

　開催・火曜日予定）9：30～ 12：00

�募集人数／25人（先着順）

�参加費／1,500円

�申込期限／3月 12日（土）

3月のトンボ玉体験会

　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。参加は無料です。
�日時／ 3月 1日、8日、15日、22日
　の火曜日　10：00～ 11：45
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴
　田店隣）
�対象／ 0歳児～未就園児を持つ親子
�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

�申込方法／電話またはＦＡＸ（氏名、連絡先、講座名を記入）でお申し込みください。
�申込期限／3月 11日（金）
※児童1人に保護者1人でお申し込みください。応募者多数の場合は抽選とします。

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

�日時／ 3月 12日（土）9：30～ 13：00
�場所／宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター
�内容／早春の野鳥の森を歩いて癒しを
　体験します。※ホットドリンク付
�参加費／ 500円
�申込方法／当日、現地で受け付けます。

■問  宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター
　� 0224-34-1882

　町では、環境に係る施策を総合的かつ
計画的に推進するための「第 2次柴田町
環境基本計画」を策定するにあたり、協
議・調整していただく柴田町ふるさと環
境町民会議委員の一部を募集します。
�応募資格／20歳以上の方（平成23年
　3月 1日現在）で、町内に在住してい
　る方および町内の事業所、学校などに
　勤務または在学している方
�募集人数／ 5人以内
�任期など／平成23年 4月 1日から平
　成 25年 3月 31日まで（委員報酬は
　ありません）
�応募方法／所定の応募用紙に必要事項
　を記入し、町民環境課まで持参するか
　郵送で提出してください。
※応募用紙は、町民環境課、槻木事務所に用
　意しています。また、町ホームページから
　ダウンロードできます。

�選考方法／応募書類により審査します。

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113
　〒989-1692 柴田町船岡中央2-3-45

こどもの本っておもしろい

柴田町子育てサポーター募集

さくら回廊 in しばた

しばたの郷土館
施設利用について

菊作り体験学習
受講生募集

募 集

仙南地域職業訓練センター 春の親子教室参加者募集
講座内容日時・参加費・持ち物講座名・募集人数

親子で“ものづくり”に親しむ
ことを目的に、コントローラー
で作動する「2足歩行バトルロ
ボット」を作成します。

3月 19日（土）
8：40～ 12：30
参加費：1組 1,800 円
持ち物：筆記用具

春の親子工作教室
（2足歩行バトルロボット）
募集人数：小学生の親子 30組

親子で楽しく、「米粉で作る焼
きたてパン」に挑戦します。い
ろいろ挟んでおいしく食べられ
るポケットパン、うずまきパン、
サラダ、スープを作ります。

3月 19日（土）
9：30～ 12：30
参加費：1組 1,000 円
持ち物：エプロン、三角巾、
　ハンドタオル、筆記用具

親子料理教室
募集人数：小学生の親子 12組

募 集

宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター
ことりはうすイベント情報

森林浴教室

募 集

柴田町ふるさと環境
町民会議委員を募集

募 集

子育てひろば“ゆるりん”
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  柴田消防署からのお知らせ  
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募 集

母子（父子）家庭親子交流会
　町内在住の母子（父子）家庭の親子交

流会を行います。お気軽に参加ください。

�日時／3月27日（日）10：00～15：00
�場所／船迫公民館
�内容／押し花でコースターを作ります。
�参加費／ 500円（一家族）
※当日持参してください。

�申込期限／ 3月 19日（土）

　 柴田町母子寡婦福祉会では、随時会員を
 　募集しています。

■申 ■問  柴田町母子寡婦福祉会（水戸）
　

　3月に県内の学校を卒業する方を新た

に雇用する計画がある方、または障害者

の方を新たに雇用したことで法定雇用率

を達成した県内の中小企業者で、一定の

要件を満たした方は「中小企業経営安定

資金・経営緊急支援資金（雇用創出枠）」

による融資をご利用になれます。限度額

は 3千万円で、利率は年 1.5％の長期固

定です。詳しくはお問い合わせください。

■問  県商工経営支援課 � 022-211-2744
　http://www.pref.miyagi.jp/syokeisi/

　書道をみんなで楽しみませんか。

�日時／毎月第1火曜日10：00～12：00
�場所／船迫生涯学習センター ※送迎あり

■申 ■問  書道サークル（原田）  

　主催事業　
■「囲碁将棋教室」のご案内
�日時／ 3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。

■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／ 3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。

■「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Ⅳ　紀行文や地史に記された柴田町を紹介します。
�日時／3月9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
�申込期限／3月 8日（火）まで、「ゆる．ぷら」に電話でお申し込みください。

　ギャラリー展示　

●桜山遊会 佐藤明「白石川の白鳥たちパートⅡ写真展」
　朝日を浴びて飛び立つ白鳥などの写真を展示します。
　�期間／ 3月 8日（火）～ 13日（日）

●ペイントサークル「ナチュリラ」第1回作品展
さまざまなトールペイントの作品を展示します。
�期間／ 3月 16日（水）～ 27日（日）

中小企業向け県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融融資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資

�開館時間／10：00～ 18：00　　
� 3月の休館日／7日（月）、14日（月）、22日（火）、28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　� 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

会員募集

書道サークル

「消したかな」 あなたを守る 合言葉
■火気の取り扱いにご注意ください
　この季節、空気が乾燥し火災が発生

しやすい状態が続いています。また、

暖房機器などの使用も重なり、より一

層の注意が必要です。日ごろから、ご

家庭や職場での火気取り扱いには深い

関心を寄せているところと思いますが、

火の元管理には十分注意してください。

住宅用火災警報器の設置はお済みですか
■共同住宅を含む一般家庭に住宅用火
　災警報器が必要
　住宅火災から“大切な命”を守るた

めには、火災の早期発見です。住宅火

災による死者数は急増しており、原因

の約 6割は逃げ遅れとなっています。

そのことから、消防法が改正され平成

18年6月1日より、一般住宅に住宅用火

災警報器の設置が義務付けられました。

“大切な命”を守るために住宅用火災

警報器を設置しましょう。

その油断 緑の森を 火の海に
■山火事・たき火に注意
　空気が乾燥し、風の強い日が多くな

ります。たき火や入山者による火の不

始末などにより、山火事へと発展する

火災が毎年多く発生しています。風の

強い日はたき火をしない、すぐ消火で

きる準備をしておくなど、十分注意し

ましょう。

■問  柴田消防署　� 55-2012
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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。

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／3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／3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

○職場を辞めて保険証を返還したら
　職場などの健康保険をやめた方で、ほ

かの健康保険に加入しない場合は、国民

健康保険への加入手続きが必要です。無

保険とならないよう退職した日から 14

日以内に手続きをしてください。また、

国民健康保険税は、加入の届出日からで

はなく、資格を得た月（退職日翌日の属

する月）の分から納めなければなりませ

ん。加入手続きが遅れると1期あたりの

国民健康保険税額が多くなり、ご負担が

大きくなりますのでご注意ください。

○就職して職場の保険証をもらったら
　職場などの健康保険に加入した場合や、

ほかの健康保険の被扶養者になったとき

は、国民健康保険の喪失手続きが必要で

す。この手続きをしないと、国民健康保

険加入者とみなされているため、国民健

康保険税が課税されたままとなります。

必ず資格喪失の手続きをしてください。

■問  健康推進課　� 55-2114

　日本国内に住所がある 20歳以上 60

歳未満の方は、性別や職業、収入に関係

なく国民年金に加入しなければなりませ

ん。国民年金の被保険者は3つの種別に

分かれています。春は、就職、転職、進

学など異動の多い時期です。何かと慌た

だしくなり、いろいろな届け出をつい忘

れがちです。早めに届け出をしましょう。

【国民年金3つの被保険者種別】
○第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業者、農業従

事者、学生、フリーターなどとその配偶者

○第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している

方（65歳以上で厚生年金保険に加入中で

あっても老齢厚生年金などの受給権があ

る方は除かれます）

○第3号被保険者
第 2号被保険者の夫（妻）に扶養されて

いる 20歳以上 60歳未満の妻（夫）

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

国民健康保険の 　  
 　  資格取得・喪失の
手続きを忘れずに

国民年金の届け出を忘れずに

募 集

柴田町社会福祉協議会 臨時職員を募集します

【試験日】�日時／ 3月 8日（火）13：30～　　　�場所／柴田町地域福祉センター　　　�内容／書類審査、面接試験
　　　　　�受付期間／ 3月 1日（火）～ 7日（月）8：30～ 17：00 ※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 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

待　　　　　遇受　験　資　格採用予定
人数職務内容職　　種

【雇用期間】平成23年4月1日～平成24年3月31日
【時給】1,100 円
【勤務時間】月～金曜日 8：30～ 17：15
　　　　　　（月 105時間程度）

1）介護支援専門員の資
　格を有し、介護支援専
　門員実務研修を受講
　している方
2）普通自動車免許を有
　する方
3）年齢は問いません

2人
介護保険要介護
認定調査業務に
従事　　　　　

介護支援専門員 【雇用期間】平成23年4月1日～平成24年3月30日
内 1人【月給】179,100 円（社保加入）
【勤務時間】月～金曜日 8：30～ 17：15
内 1人【時給】1,100 円
【勤務時間】月～金曜日 8：30～ 17：15
　　　　　　（月 48時間程度）

2人
地域包括支援セ
ンター業務に従
事　　　　　　

■問  都市建設課
　� 55-2120
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　中国の言葉、文化、風習などに興味の

ある方、留学生の生の声で中国語を一緒

に学びませんか。

�日時／毎週土曜日 18：10～ 20：10
�場所／船岡公民館
�参加費／ 2,500 円（月額）

■申 ■問  柴田町中国語愛好会（今野）
　

　農作物の被害防止ならびにワイル病発生予防のため、野ねずみ駆除を実施します。

�散布日／ 3月 13日（日）※雨天などで実施できなかった場合は、1週間以内に実施します。
�実施区域／町内の耕作地（水田・畑・果樹園など）
�使用農薬／野ねずみ用ヤソヂオン（5ｇ小袋入・ダイファシン系粒剤累積毒）
�実施方法／農家の方が直接土中に埋め込みます。

■問  柴田町水稲病害虫防除推進協議会事務局（農政課内）　� 55-2122

参加者募集

（社）さくら青年会議所3月公開例会

「防災なう」
～明日から心がける防災活動 よしやろう！～

�日時／ 3月 26日（土）、27日（日）8：30～　　　�場所／柴田高校体育館
�対象／町内に在住または勤務している方で結成されたチーム。ただし、原則高校生
　以上に限ります。

�参加費／協会登録チーム：無料、協会未登録チーム：4,000円
�申込期限／3月 11日（金）必着

■申 ■問  柴田町バスケットボール協会事務局（大槻）　

�対象／特に指定なし（1世帯で 2人以上のお申し込みはできません）
�申込方法／電話でお申し込みください。　　　�申込期限／3月 11日（金）
�現地説明会／後日通知します。※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  農政課　� 55-2122

　囲碁・将棋に興味をお持ちの方お待ち

しています。初心者も大歓迎です。

�日時／毎月第 2・4日曜日
　　　　9：00～ 16：00

�場所／槻木生涯学習センター
�参加費／一般会員は年2,500円、小中
　学生は無料、高校生以上の学生・女性

　の方は年 1,250 円

■申 ■問  槻木囲碁・将棋教室（佐藤）
　

　詩吟は、大きな声を出してストレス解

消、腹式呼吸で健康維持・老化防止、礼

節や歴史を学び、心を豊かにします。

　

■申 ■問  詩吟サークル（小田島）
　

　私たちは、主に子どもたちと関わるボ

ランティアをしています。サークルを設

立したばかりで、今は土台を作っている

段階です。私たちと一緒に活動してくれ

る会員を募集しています。

�対象／仙南地域に在住する 18歳以上
　の方（学生可）

■申 ■問  仙南シニアリーダーサークル（成田）
　

�日時／3月23日（水）19：30～21：00
�場所／オーガ（大河原駅前）
�内容／世界中の災害現場で行った現地
調査から得た深い知識をもとに、メ

ディアでも活躍されている山村武彦氏

（防災システム研究所所長・防災アド

バイザー）を講師にお招きし講演会を

開催します。

�募集人数／ 100人
�参加費／無料

■問  （社）さくら青年会議所（松浦）
　� 52-6946

�日時／3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、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。

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

募 集

市民農園の利用者募集
�名称／ひまわり市民農園
�場所／入間田字三ツ樟地内
�募集区画数／ 4区画（1区画約 30�）
�利用料金／ 1区画 5,000 円（年額）
�利用期間／ 4月～平成 24年 3月
�主な施設／トイレ、水道、駐車場、
　共同収納庫兼休憩所

�名称／フレンドリー農園
�場所／船岡字新生町・若葉町地内
�募集区画数／ 4区画（1区画約 15�）
�利用料金／ 1区画 3,000 円（年額）
�利用期間／ 4月～平成 24年 3月
※トイレ、水道、駐車場、共同収納庫兼休
　憩所はありません。

野ねずみ駆除のお知らせ

募 集

平成 22年度 町民バスケットボール大会開催

会員募集

柴田町中国語愛好会

会員募集

槻木囲碁・将棋教室

会員募集

詩吟を始めませんか

�日時／毎週土曜日 13：30～ 15：30
�場所／船岡公民館
※小学生から高齢者までどなたでもどうぞ

�日時／毎月第1木曜日10：00～12：00
�場所／船岡生涯学習センター
※送迎あり。現在 92歳の方も頑張っています

会員募集

仙南シニアリーダーサークル

� �
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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

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）

  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内田先生平成 20年 11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齋藤先生、佐藤（秀）先生平成 19年 9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（俊）先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）22（火）
  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30（水）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

4/6（水）
13：30～ 15：30井村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 9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。

8（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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

53-8138大河原あいはら歯科医院83-2172村　田善積医院83-2088村　田山田医院20

53-2348大河原安藤歯科医院52-3115大河原かわち医院53-5151大河原さくら内科消化器科21

56-1026槻　木飯淵歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科57-2310船　岡しばた協同クリニック27

56-2766槻　木乾歯科医院51-3741大河原庄司クリニック52-1058大河原日下内科医院4/3

53-8020大河原いのうえ歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所55-1702船　岡太田内科10

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　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。4月から胃がん検診、5月から大腸が

ん検診・前立腺がん検診が始まります。受診をご希望の方は至急ご提出ください。3月中旬までに転入手続きをされる方には、随

時申込書を配布します。その後転入手続きをされる方は、検診開始時期が差し迫っているため、電話などでお申し込みを受け付け

ます。

 結核検診受診票の取り扱いについて　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ことになりますので、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）」を記入の上ご提出ください。
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