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　地域商工業の振興を図るため、商工会が事業実施主体となり、割増商品券を販売し

ます。

割増商品券とは
　額面1,000円の商品券10枚とプレミアム分2枚を1セット12枚つづりにしたも

のを10,000 円で販売するものです。使用期限は8月 31日（月）までとなっています。

ただし、未使用商品券につきましては、割増分を差し引いて換金を柴田町商工会で行

います。※9月 18日（金）までの平日のみ

販売の開始日および場所、制限は
　4月 25日（土）から完売まで、柴田町商工会で販売いたします。特に、4月 25日

（土）・26日（日）を重点販売日として、槻木地区は槻木事務所で、船岡地区は柴田町商

工会で、販売いたします。ただし、多くの町民から利用していだだくため、1人1セッ

トを上限とします。

取扱店は町内200店鋪
　店舗などの店先にポスターなどにより、柴田さくら

商品券取扱店と表示します。

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　町へ納めていただく町税は、町民の皆

さんが安全で安心な暮らしができるよう、

さまざまな行政サービスを実現するため

に活用されています。「納税」は国民の三

大義務の一つです。

　町民の皆さんのほとんどが町税を口座

振替・納税貯蓄組合・最寄りの金融機関

などにて「納期内完納」されています。町

税が滞納となりますと、行政サービスが

十分できなくなります。税目ごとの納期

限を守りましょう。

　税務課では、平日の通常業務時間内に

納税相談においでになれない方のために、

毎週水曜日午後7時まで時間外窓口を開

設して、納税および納税相談に応じてい

ます。

■問  税務課　� 55-2116

町税の納め忘れは
ありませんか？
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　町職員がみなさんの集会や会合に出向いて、町政について分かりやすくお話しする「まちづくり出前講座」を実施しています。多

彩なメニューを用意しておりますので、ぜひご利用ください。

�日時／祝日・年末年始を除く、平日および土日の9：00～ 21：00の時間帯で1講座あたり2時間以内とします。
�場所／会場は町内とします。お申し込み団体でご用意ください。
�対象／町内に在住、在勤または在学する10人以上の方で構成された団体、グループなどです。
�受講料／講師料、教材費は原則として無料です。ただし、材料費などについて実費を負担していただくこともあります。
�申込方法／代表者の方は、原則として受講希望日の14日前までに申込書をまちづくり推進課に提出してください。講座申込書、
　メニューの内容を紹介している講座パンフレットは、まちづくり推進課、槻木事務所、生涯学習センターなど各施設で配布して

　います。町のホームページからダウンロードすることもできます。
※講座担当課の業務などの関係で、ご希望の受講日時に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

平成21年度まちづくり出前講座メニュー
担当課等講　　　座　　　名№担当課等講　　　座　　　名№

健康福祉課

食事を楽しもう28町　長（総務課）町政について1

介護保険と介護予防事業29教育長（教育総務課）柴田町の教育について2

はじめましょう　介護予防教室30

企画財政課

三町合併について3

認知症サポーター養成講座31国際交流への取り組みについて4

高齢者の現状と課題を知る32行財政改革について5

子ども家庭課子育て支援について33長期総合計画について6

地域産業振興課

柴田の観光とまつり34統計で知る柴田町の姿7

米の政策改革大綱35町の財政について8

農業振興地域整備計画について36

総務課

やさしい選挙の話9

森林（もり）のはなし37職員給与等について10

農業委員会
農業者年金制度について38災害に強い地域づくり11

農地制度について39

まちづくり推進課

交通安全教室�交通事故にあわないために12

都市建設課
道路のおはなし40みんなでつくろう！安全・安心なまちづくり13

しばたの都市計画41住民自治基本条例って何？14

生涯学習課

ニュースポーツ体験42男女共同参画って何？15

サークルをつくろう43税務課暮らしと税金16

楽しくなる子ども会44

町民環境課

柴田町環境基本計画と柴田町の環境について17

柴田町子ども読書活動推進計画について45柴田町のごみ分別の仕方とごみ減量・資源化について18

教育総務課

柴田町の教育方針及び重点方針について46ごみ処理施設見学会19

学校教育の現況と課題について47私たちの国民健康保険・後期高齢者医療制度20

児童・生徒の安全対策について48知っておきたい年金制度21

議会事務局議会のしくみ49消費者トラブルに遭わないために22

上下水道課

水道のしくみ50

健康福祉課

歯の健康教室23

水道施設の概要について51乳幼児の心身の発達24

水道水の水質検査等について52高齢者の心の健康のお話25

下水道のしくみ53高齢者の体の健康のお話26

成人の健康のお話27 ※平成 20年度は、述べ 68団体、2,549 人の皆さんにご利用いただきま
　した。
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　肺炎球菌は、肺炎を引き起こす細菌の一種で、高齢者肺炎では最も多い原因といわ

れています。予防には肺炎球菌ワクチン接種が効果的です。対象となる方で希望され

る方はお申し込みください。

�申込期間／4月 20日（月）～ 6月 19日（金）

�接種期間／5月 11日（月）～ 6月 30日（火）

�対象／町内に住民登録のある65歳以上の方（年齢は接種日現在）
※肺炎球菌ワクチンは生涯に1回限りの接種のため、過去に接種された方は対象外となります。

�自己負担料／3,500円（接種料金 7,500円のうち 4,000円を公費助成します）

�持ち物／健康保険証や介護保険証等（本人確認ができるもの）、予診票（申込者に送

　付します）

�実施医療機関／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、しばた協同クリニック、しばた耳鼻咽喉科クリニック、仙南クリニック、高橋

　医院、玉渕医院、船岡今野病院、ふなばさま医院、宮上クリニック、村川医院、毛

　利産婦人科医院

�接種方法／健康福祉課に電話または直接お申し込みください。該当する方へ予診票

　等を送付します。その後、実施医療機関に電話等で予約し接種してください。

　　　　　 肺炎球菌ワクチン Ｑ＆Ａ 　　　　　
Q1．肺炎球菌ワクチンとは？

Ａ．高齢者の肺炎の原因として頻度の高い肺炎球菌に狙いを絞ったワクチンで

　　肺炎を予防できるほか、万が一肺炎になっても軽症で済むなどの効果があ

　　ります。ただし、すべての肺炎に有効ということではありません。

Q2．何歳の時に受けたらいいの？
Ａ．町の助成は65歳から受けることができます。一生免疫が持続するわけで

　　はありません。5年間は有効といわれていますが、個人差もあり、皆さん

　　に同じ程度有効というわけではありません。何歳で接種されるのかは、健

　　康状態などを考慮し判断してください。

Q3．なぜ、生涯に1回しか接種できないの？
Ａ．再接種すると、副反応の増強（注射部位の局所反応）が観察されているた

　　め、安全性を考慮し、日本では生涯に1回しか接種することができません。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

�資格／平成22年4月1日現在、20歳

　以上 28歳未満の者（22歳未満は大学

　卒：見込み、26歳以上は大学院修士課

　修了者：見込み）

�受付期間／4月1日（水）～5月12日

　（火）

�試験期日／ 1次：5月 16日（土）・17

　日（日）（17日は海・空飛行要員のみ）

　2次：6月 16日（火）～ 18日（木）
※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。

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

町営住宅入居者募集
　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山下 305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。

�申込方法／都市建設課または槻木事務
　所にある所定の入居申込書などに必要

　書類を添付のうえお申し込みください。

�受付期間／ 4月 1日（水）～ 14日（火）
　8：30～ 17：15（土・日・祝日を除く）

�申込場所／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

自衛官幹部候補生募集
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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）。

柴田町民体育館
4月12日（日） 9:00～16:00
4月26日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
4月 5 日（日） 9:00～16:00

4月19日（日） 9:00～16:00
　※行事等により変更になる場合があります。

体
育
館
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 

日時／4月15日（水） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／4月21日（火） 19:00
場所／船岡公民館

5
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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
4月 7 日（火）佐藤由美子

生　　活
4月14日（火）飯渕　紀子

4月21日（火）近江　宣男

4月28日（火）山本登起子

■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
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
4月 1 日（水）渡邊みち子

人　　権 4月 8 日（水）郡山登美子

4月15日（水）桂川　クメ

4月22日（水）飯渕　紀子行　　政

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
4月10日（金）大友　勝彦

人　　権
4月24日（金）本多　敬一

4月24日（金）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）鈴木久美子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

　スポーツ少年団には学区はありません。小・中学生なら誰でも入団できます。練習

内容や日程・費用などは各スポーツ少年団にお問い合わせください。

運動の基本　「子どもと高齢者の交通事故防止」
運動の重点　1　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

2　自転車の安全利用の推進

3　飲酒運転の根絶

4　道路の正しい横断の励行

5　交差点における安全確認と追突事故の防止

　4月 10日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。家族・地域・職場など、みんな

の力で交通事故のない安全・安心な交通社会をつくりましょう。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

柴田町スポーツ少年団団員募集

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

連絡先代表者スポーツ少年団名種　　目

浅沼　茂樹槻木 FC（小学生のみ）サ ッ カ ー

関　　宏一船迫 FC（小学生のみ）

菅野　敏一FC.FRESCA（中学生のみ）

佐久間　寛船迫小フェザンツ（小学生のみ）野　　　球

渡辺　義二船小イーグルス（小学生のみ）

林　　　孝柴田ガルソン野球（小学生のみ）

松田　松男槻木スピリッツ野球
（小学生のみ）

金子　清一東部ディアーズ（小学生のみ）

渡辺　正俊柴田町柔道柔　　　道

三神　　充槻木S.Cバドミントン

佐藤　純一にしずみ（小学生のみ）

岩間萬治郎柴田少年剣友会剣　　　道

　橋　利男柴田町ラグビースクール
（小学生のみ）ラ グ ビ ー

大沼　昌幸柴田町空手・テコンドー空　手　道

立花　英夫柴田町空手道

大槻　廣志JGKA柴田

佐々木公士槻木空手道

大沼　栄広船迫空手道

工藤　　潔船迫チェリーズバレーボール
（小学生のみ）バレーボール

友木　秀二柴田サニーズ（小学生のみ）

尾形　孝二船岡ホワイトサンダーズ
（小学生のみ）

鈴木　章夫さくらミニバスケットクラブ
（小学生のみ）バスケットボール

沢田　隆雄槻木バスケットボール
（小学生のみ）
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�利用時間／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）
�無料開放日時／ 4月 19日（日）  毎月第 3日曜日

○…全面利用可能　　☆…レッスン実施中は利用不可　　×…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コース分利用可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

※土曜日（第 2・4）はホットヨガを予
　定しているため、一部プールサイド
　の利用をご遠慮ください。

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　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
☆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

�申込方法／直接スポーツ振興室にお申し込みください。受講料は申し込みと同時に
　お支払いください。

�申込期限／4月 25日（土）

■申 ■問  スポーツ振興室　� 55-2030

�活動期間／平成21年 5月～平成 22年 3月
�活動場所／槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター
　船岡公民館、西住公民館、船迫公民館、農村環境改善センター、しばたの郷土館

�募集人数／20人程度
�資格／特に必要としませんが、週1回（2時間）以上、ご協力いただける方
�活動内容／本の整備・補修・分類・紹介、貸出、普及活動（展示物・掲示物の工夫
　など）。また、本の装丁、図書館視察などの研修を予定しています。

�応募方法／お近くの生涯学習センターなどにある応募用紙に必要事項を記入し、教
　育委員会生涯学習課または各生涯学習センター・公民館などに申込みください。

�応募締切／4月 17日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　献血は身近にできるボランティアです。
�日時・場所
◆ 4月 6日（月）
　10：00～ 12：00、13：00～ 14：00
　柴田町役場
◆ 4月 11日（土）
　10：00～ 12：00、13：00～ 16：00
　マックスバリュ柴田店駐車場
�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  健康福祉課　� 55-2160

平成21年度 各種教室生を募集します

～本のちょっと支援隊～

生涯学習センター等の図書室ボランティア募集

期間・受講料内　　容開催日時
教室名・会場
（対象者）

5月 7日～
　12月 17日
5,500 円
（安全保険代・
レクリエーショ
ン代）

スポーツや運動を
楽しく行いながら、
生活習慣病の予防、
併せて体力の向上、
健康保持、増進を
目的に開催します。
（筋力トレーニン
グ、ウォーキング
など）

毎週木曜日
10：00～ 12：00
計 32回

体力づくり教室
船岡体育館・野外
（一般町民 30人）

5月 13日～
　2月 17日
7,000 円
（プール使用料
・安全保険代）

有酸素運動を取り
入れ、つらい部分
の機能回復、心肺
機能の向上を目的
に開催します。（体
力測定、水中運動）

毎週水曜日
10：00～ 12：00
計 34回

水中トレーニング教室
仙南総合プール
（一般町民 50人）

　太陽の村の桜は、若木・老木で 400
本以上あり独特の風情で花を咲かせま
す。広大な芝生の広場で桜越しに見る
残雪の蔵王と遥かなる太平洋は圧巻。
太陽の村ならではのすばらしい眺めと、
静かでゆったりとした時間が楽しめます。

お花見弁当プラン�������

　桜の下で、レストランで、太陽の村
のお花見弁当をお召し上がり下さい。
�料金／ 1,000 円
�内容／桜ちらし寿司、焼き魚、茶碗
　蒸し、大根ステーキ、デザートなど
　（計 11品）

気のあった仲間とお花見プラン�
　南窓から桜の木々を間近に観ること
ができ、気のあったお仲間とお部屋の
中でゆっくりと楽しめる昼食プランです。
�料金／ 2,000 円
�時間／ 11：00～ 14：00
�内容／豪華お花見弁当（計 14品）
　　　　部屋（和室 8畳）
※2名～ 6名様でお申し込みください。

花より宴プラン���������

　職場や、大人数でのお花見は「花よ
り団子」「花よりお酒」。夜桜には、ご
宴会の部屋を別途ご用意いたします。
�料金／ 3,000 円～
�時間／ 11：00～ 21：00
※ 8名様以上でお申し込みください。

■問 ■申  柴田町太陽の村　� 56-3970

太陽の村 おおおおおおおおおお花花花花花花花花花花見見見見見見見見見見特特特特特特特特特特別別別別別別別別別別ププププププププププラララララララララランンンンンンンンンンお花見特別プラン
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　胃がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。当日受診票がないと検診は受

けられません。4月 10日（金）までに受診票が届かない場合はご連絡ください。

　なお、当日会場での申し込みはできません。申し込みをしていない方で検診を希望

される方は 5月 1日（金）までにお申し込みください。

　平成 20年 4月 1日から平成 25年 3

月 31日までの 5年間、現行の 1期（1

歳）、2期（小学校就学前の 1年間にある

5歳、6歳）に加え、3期（中学 1年生に

相当する年齢）、4期（高校 3年生に相当

する年齢）の方が麻しん風しん予防接種

の対象になります。麻しん風しん撲滅の

ため、予防接種を 2回受けることが重要

になりますので、小さい頃に接種してい

る方も今回忘れずにお受けください。

　2期、3期、4期の対象者には、3月

24日の区長配達で麻しん風しん予防接

種の実施通知を送付しています。平成

22年 3月 31日まで期間はありますが、

できるだけ4～6月の間に指定医療機関

で予防接種を受けましょう。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　ポリオの予防接種を実施します。電話予約は不要です。指定日が都合の悪い場合は、

下記の日程のいずれかの日に接種してください。

�対象／1回目：平成 20年 7月 1日～平成 20年 12月 31日生まれのお子さん
　　　　 2回目：平成 20年 10月に 1回目を接種したお子さん
※平成13年 10月 20日～平成20年 6月 30日までに生まれたお子さんで接種を延期している方も
　対象になります。

　土地課税等縦覧帳簿および家屋課税等

縦覧帳簿の縦覧を下記により実施します。

また、固定資産課税台帳（土地・家屋・

償却資産）の閲覧も同時に行います。

　縦覧帳簿の縦覧については、自分所有

以外の物件でも、地番を指定すれば縦覧

することができるという制度です。ただ

し、縦覧帳簿のコピーはお渡しできませ

ん（書き写しはさしつかえありません）。

また、固定資産課税台帳は、平成 21年

1月 1日現在で所有する固定資産（土地

･家屋･償却資産）の価格などが登録され

たもので、固定資産税・都市計画税が課

税される基本となるものです。

　縦覧および閲覧できる方は、納税者本

人または納税者から委任（委任状持参の

こと）された方です。

�期間／ 4月 1日（水）～ 6月 1日（月）
　ただし、土・日曜日、祝日は除く

�時間／ 8：30～ 17：15
�場所／役場税務課
�必要なもの／印鑑、納税通知書、運転
　免許証など

■問  税務課　� 55‐2116

�受付時間／いずれも8：00～ 10：00

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

場　　　　　　所実　施　日

保健センター4月 20日（月）

槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター4月 21日（火）

槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター4月 22日（水）

船迫生涯学習センター、船岡生涯学習センター4月 23日（木）

船岡生涯学習センター、保健センター4月 24日（金）

船岡生涯学習センター、保健センター4月 25日（土）

保健センター4月 27日（月）

船迫生涯学習センター、農村環境改善センター4月 28日（火）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月 30日（木）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター5月 1 日（金）

保健センター5月 2 日（土）

保健センター5月 7 日（木）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター5月 8 日（金）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター5月 9 日（土）

�受付時間／12：45～ 13：15　　　�場所／保健センター1階
�持ち物／母子健康手帳、予診票
�注意事項／◆ＢＣＧ・麻しん風しんなど生ワクチン接種後4週間、三種混合など不
　活化ワクチン接種後1週間以上経っていない方、下痢をしている方、けいれんを起

　こして3カ月以上経っていない方は受けられません。◆体調の悪い方や服薬中の方

　は受けられないことがあります。体調が良くなってから受けることをお勧めします。

　◆生後5か月までのお子さんはＢＣＧ予防接種を優先してください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

対　　　　　　象接　種　日

平成 19年 12月～ 20年 2月生まれのお子さん4月 9日（木）

平成 20年 3月～ 5月生まれのお子さん4月 13日（月）

平成 20年 6月～ 8月生まれのお子さん4月 16日（木）

平成 20年 9月～ 11月生まれのお子さん4月 17日（金）

平成 20年 12月生まれのお子さん、7歳 6か月未満で未
接種のお子さん

4月 22日（水）

固定資産縦覧帳簿の縦覧
および

固定資産課税台帳の閲覧
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　2011年 7月までに今までのテレビ放

送（地上アナログ放送）は終了します。　

皆さんのテレビを「地上デジタル放送」

（地デジ）対応にかえていただく必要が

あります。分からないとき、困ったとき

には、まずご相談ください。

地デジコールセンター　0570-07-0101
○2010年中に柴田船迫地上デジタルテ

　レビ放送中継局が開局され西船迫地区

　でデジタルテレビ放送をご覧いただけ

　ます。

○山間地などの地形的条件が原因でデジ

　タル放送の受信が困難な場合がありま

　す。「地デジコールセンター」にお問い

　合わせください。

　なお、総務省 東北総合通信局にもデジ

タル放送に関する相談窓口が設けられて

います。

■問  東北総合通信局　放送部放送課
　� 022-221-0700

気をつけて！マルチ商法
（ネットワークビジネス）

　先輩や友人から「必ずもうかる」「人を

紹介するだけ」「ネットワークビジネスに

参加しよう」などと誘われたら注意が必

要です。

　マルチ商法は、商品代金や登録料を支

払って販売組織に入会し、次に自分が新

たな入会者を獲得し、その人が商品など

を販売すると代金の一部が紹介者に還元

されるとうたう商法です。人と人とのつ

ながりを利用して広がっていくことから

ネットワークビジネスとも呼ばれます。

実際には思うように売れず高額な借金と

商品の在庫を抱えることになります。友

人関係が壊れてしまうこともあります。

成功話に惑わされ

ることがないよう

特に学生や若者は

ご注意ください。

　不安に思ったら

消費生活相談窓口

へご相談下さい。

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／4月18日（土）10：00～12：00

�場所／船迫公民館

�対象／未就学児（0歳から6歳）の親子

�参加費／親子で 500円

�申込期限／ 4月 10日（金）

■問  NPO法人しばた子育て支援ゆるりん
　（水戸）

　水彩で身近な風景を描いてみませんか？学校を出てから一度も絵筆を持ったことが

ない方対象です。基礎からきちんと指導いたします。

　しばた桜まつりの時期にあわせ、おは

なし会を開催します。絵本や紙芝居など

を一緒に楽しみませんか。どなたでも参

加できます。

�日時／4月11日(土）10：30～14:30

�場所／しばたの郷土館

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

　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／4月25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

�日時／ 4月 26日（日）13：30～

�場所／槻木生涯学習センター

�内容／元気になった柴田の殿様、笑劇

　「儂の財産どこへ行く」（相続・財産分

　与・遺言書にまつわる家族の 3部作。

　父が亡くなり大井家は財産分与で後妻

　と娘が大喧嘩。そこにでてきた遺言書、

　そこに書かれていた内容とは・・・）

�主催／福祉劇団鶴亀

■問  柴田町社会福祉協議会   � 58-1771

保科風景画教室

4月 14日（火）  19：00～ 21：00　槻木生涯学習センター

5月 19日（火）  19：00～ 21：00　しばたの郷土館

6月 2 日（火）  19：00～ 21：00　しばたの郷土館

基礎コース

開講日時と場所

�指導／保科毅（朝日新聞散歩道イラスト担当）

�受講料／3,000円　　　�申込期限／4月 10日（金）

■申   陶久 　
す え ひ さ

�日時／ 4月 12日（日）
�駐屯地開放／ 9：00～ 16：00
�内容／記念式典、観閲行進、訓練展示、
　装備品展示、音楽演奏、ジープ・ボ

　ート試乗、戦車試乗（当日整理券発

　行）、物産展他アトラクションなど

■問  陸上自衛隊船岡駐屯地　司令職務室　� 55-2301（内線211）

�日時／ 4月 11日（土）～ 17日（金）
　一般開放：平日 17：00～ 20：00、

　土日：9：00～ 20：00（夜桜も楽し

　めます）
※12日（日）のみ 9：00～ 16：00
※桜の開花状況により日程を変更する場合が
　あります。

ゆるりんひろばを開催します！

「親子で一緒に踊ろうリトミック」

船岡駐屯地創立50周年記念行事 船岡駐屯地桜まつり
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　平成21年 4月分より国民年金保険料は、月額14,660 円になります。

　4月初めに社会保険庁より、年間の納付書が入った「国民年金保険料納付案内書」

が送付されます。各月の保険料は納付期限（翌月末日）までに納めましよう。（口座振

替を利用している方には送付されません。全額免除・若年者納付猶予に該当していて、

7月以降継続にならなかった方には7月に送付されます。

〈平成21年度　国民年金保険料月額〉

�定額　　　　　　　14,660 円

�定額＋付加保険料　15,060 円　　※付加保険料（400円）は変更ありません。

〈保険料の一部が免除されている場合〉

� 4分の 3免除（4分の 1納付）　　3,670 円

�半額免除（半額納付）　　　　　　7,330円

� 4分の 1免除（4分の 3納付）　11,000 円
※免除の承認期間が6月までであることから、4月に 4～ 6月分の納付書が送付され、7月に 7月分
　以降の定額の納付書が送付されます。

支払方法により割引になります
　「国民年金保険料納付案内書」には、口座振替申出書（1枚）、前納納付書（3枚）、

各月分納付書（12枚）が入っています。このうち前納納付書は、まとめて納めると

きに使用するもので、1年分には「前納」、4～ 9月の 6ケ月分には「上期」、10～

翌年 3月の 6ケ月分には「下期」と表示がされています。前納と毎月納付では保険料

の額に違いがあります。

○一年分

　各月分納付書を使用　175,920 円

　前納納付書を使用　　172,800 円（3,120円の割引）

○ 6ケ月分

　各月分納付書を使用　　87,960 円

　前納納付書を使用　　　87,250 円（710円の割引）

　前期には期限があります。1年前納分と、上期前納分（4～ 9月分）は 4月 30日、

下期前納分（10～翌年 3月分）は 11月 2日を過ぎると使用できなくなるので注意

が必要です。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　「来年幼稚園なのに大丈夫？」「近所に
同世代の子どもがいない」などの心配や
不安がある方、同じ年齢の子ども同士、
ママ同士楽しい時間を過ごしませんか？
�活動日時／毎月第 2・4木曜日 10：00
　～ 12：00
�活動場所／子育て支援センター（船迫
　児童館内）
�対象児／平成17年4月から平成18年
　3月生まれの子どもと保護者
�定員／ 20組程度
�会費／ 100円（活動内容によって変更
　もあります。）

■問  子育て支援センター（船迫児童館内）
　� 54-4040

　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／ 4月3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／ 4月 10日（金）・24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

　第8回協議会が大河原合同庁舎で開催
されます。合併協議会は、どなたでも傍
聴できます。会議開会の 30分前から受
付を行いますので、ぜひご来場ください。
�日時／ 4月 10日（金）13：30～
�場所／大河原合同庁舎4階　大会議室

■問  企画財政課　� 54-2111

4歳児限定サークル

「チェリー」活動メンバー募集

仙南地域職業訓練センター

メタボリック予防料理教室参加者募集

�申込方法／電話またはＦＡＸ（氏名・連絡先を記入）でお申し

　込みください。

�申込期限／4月 10日（金）　※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

講　座　内　容日　　　時講座名・受講料

毎日の食事をおいしく食べて、生

活習慣病を予防するための理想的

な献立と調理法を学びます。（毎

回 500～ 600kCal 以内で 4品作

ります。）

講師：Ｄ＆Ｎサポートシステムズ

管理栄養士　大河内裕子　氏

4月 16日、5月 21日

6月 18日、7月 16日

8月 20日、9月 17日

毎月第 3木曜日

18：00～ 20：00

（6回コース）

メタボリック予防
料理教室

募集人数：16人
受講料：12,000 円
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　犬は狂犬病予防法に基づき狂

犬病予防注射（年1回）をする

ことになっています。予防注射

は町で実施する集団注射の会場

または動物病院で受けてくださ

い。集団注射はどこの会場で受

けても構いません。

�料金／

○登録済みの場合3,020円

（内訳：注射料金2,470円、

注射済票交付手数料550円）

○新規登録の場合6,020円

（内訳：登録手数料3,000円、

注射料金2,470円、注射済票

交付手数料550円）

集団注射の時に新規登録を

お考えの方へ

　申請書は町民環境課に用意し

ています。会場での記入も可能

ですが、集団注射をスムーズに

行うため、事前に記入していた

だくようお願いします。

犬が死亡した場合

　町民環境課または槻木事務所

に死亡届を出してください（登

録鑑札と注射済票が必要です。

集団注射会場でも受け付けま

す。）

■問  町民環境課　� 55-2114

　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、ご利用ください。

�開放日／毎週月曜日～土曜日（祝祭日、

　年末年始は除く）

�時間／9：00～17：00（土曜日は12時）
※「移動なかよし広場」や「一緒に遊ぼう」に
　ついてはお知らせ版で確認して参加してくだ
　さい。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児
　童館内）� 54-4040

　8020運動（80歳になっても自分の歯

を 20本以上保とう）を推進しています。

よい歯を保ち健康な方のご応募をお待ち

しています。

�対象／平成 21年 6月 4日現在満 80

　歳以上で 20本以上（治療完了）の歯

　があり、健康な方

�応募方法／はがきまたは FAXに住所、

　氏名、年齢、電話番号、かかりつけまた

　は最寄りの歯科医院をご記入ください。

�応募期限／ 4月 17日（金）

■申 ■問  宮城県歯科医師会「コンクール事務局」
　〒980-0803仙台市青葉区国分町1-5-1

　�022-222-5960　�022-215-3442

�日時／ 4月 16日（木）・18日（土）・
　23日（木）・25日（土）
　18：30～ 20：30
※ 1回でも可

�場所／船迫公民館
�対象／初めての方、本格的趣味にとお
　考えの方のどなたでも

�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／テキストを含め一切無料
※尺八の無い方には貸し出しします。

�講師／琴古流宗家竹友社
　　　　師範　平賀 颯幽  氏

そう ゆ う

�申込期限／ 4月 14日（火）

■申 ■問  大島南海治　

　燃えるごみ減量のため、生ごみを堆肥

化する「生ごみ処理機」購入に補助金を

交付します。ただし、補助金の交付は予

算の範囲内となります。購入をお考えの

方は、交付申請の手順を説明しますので、

お問い合せください。

�交付条件／町内に住所を有する個人

�補助額／ＥＭ式生ごみ堆肥化容器：購

　入金額の2分の1以内で上限3,000円、

　電気式生ごみ処理機：購入金額の 3分

　の 1以内で上限 20,000 円

■申 ■問  柴田町公衆衛生組合連合会事務局
　（町民環境課内）　� 55-2114

　生活排水による河川などの水質汚濁を

防止するための浄化対策として、平成

21年度中に町内で家庭用浄化槽を設置

する方に対する補助金交付申請の受付を

開始します。ただし、補助金の交付は予

算の範囲内となります。

�対象地域／公共下水道事業認可区域を

　除く区域

�申込受付／ 4月 1日（水）から

�補助金交付額／5人槽 332,000 円、7

　人槽414,000円、10人槽548,000円

■申 ■問  町民環境課　� 55-2114

8020よい歯のコンクール

尺八で「荒城の月」を　　
　　　吹いてみませんか

尺八基礎講座
生ごみ処理機購入を
お考えの方へ 浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄浄化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽槽補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金の

交付申請を受付けます

集合注射会場実施時間実施月日

海老穴集会所9:20～　9:40

4/9
（木）

葉坂構造改善センター10:00～ 10:30

入間田中央集会所10:50～ 11:20

18 Ａ区集会所13:00～ 13:30

槻木下町集会所13:50～ 14:30

土手内集会所9:20～　9:50

4/10
（金）

船迫児童館10:10～ 10:40

旧羽山児童館11:00～ 11:30

船迫生涯学習センター13:00～ 14:30

成田集会所9:20～　9:50

4/13
（月）

17Ｂ区集会所10:10～ 11:00

18 Ｂ区集会所11:20～ 11:50

船迫集会所（旧船迫在分館）13:30～ 13:50

船迫公民館14:00～ 14:30

葛岡集会所9:20～ 10:00

4/14
（火）

槻木事務所10:20～ 11:00

白幡集会所11:20～ 11:50

富沢集会所13:20～ 13:50

上川名構造改善センター14:10～ 14:30

下名生剣水集会所9:20～ 10:00

4/15
（水）

下名生集会所10:20～ 10:50

中名生集会所11:10～ 11:30

西船迫 5号公園13:20～ 14:30

3 区集会所9:20～　9:50

4/16
（木）

並松集会所10:10～ 10:30

6 区集会所10:50～ 11:30

中曽根集会所13:00～ 13:30

船岡公民館13:50～ 14:30

30 区集会所9:20～ 10:00

4/17
（金）

新田集会所10:20～ 10:50

新大原集会所11:10～ 11:40

柴田町役場13:10～ 14:00
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�コース名／①初心者のためのパソコン入門　②PowerPoint2007 基礎

③WindowsVista 入門　④PowerPoint 2007 応用

⑤Word2007基礎　⑥Access2007基礎　⑦Word2007応用

⑧Access2007応用　⑨Excel2007 基礎　

⑩ホームページビルダー13入門　⑪Excel 2007応用　⑫HTML入門

�日時／①②5月 16日（土）・17日（日）　③④5月 30日（土）・31日（日）

⑤⑥ 6月 13日（土）・14日（日）　⑦⑧6月 27日（土）・28日（日）

⑨⑩ 7月 11日（土）・12日（日）　⑪⑫7月 25日（土）・26日（日）

いずれも9：20～ 15：40

�対象／在職者の方、求職中の方

�募集人数／①③各20人、①③以外は各10人（応募者多数の場合は抽選）

�受講料／無料（ただし、テキスト代は別途）

�申込期限／①②4月 15日（水）　③④4月 22日（水）　⑤⑥5月 13日（水）

　　　　　　⑦⑧5月 27日（水）　⑨⑩6月 10日（水）　⑪⑫6月 24日（水）

�申込方法／（1）ホームページで申し込み　http://www.pref.miyagi.jp/srkogsn/

　　　　　　（2）往復はがきで申し込み　①コース名②住所③氏名④生年月日

　　　　　　　  ⑤日中の電話番号⑥職業⑦勤務先⑧受講理由を明記し本校へ

■申 ■問  県立白石高等技術専門校
　〒989-1102  白石市白川津田字新寺前5-1　� 0224-35-1511

　誰にでもできるリズム体操やストレッ
チなど楽しく体を動かしてみませんか。
�日時／毎月第 1・第 3土曜日
　10:00 ～ 12：00
�場所／槻木生涯学習センター

■問  大沼　

3B体操愛好会会員募集

　医療保険制度の改正によって平成 21
年 4月 1日から、70～ 74歳（現役並
み所得者を除く）の方は、医療機関での
一部負担割合が2割負担になる予定でし
たが、この改正が引き続き凍結され、平
成 22年 3月 31日まで 1割負担に据え
置かれることになりました。国民健康保
険加入の方には 3月下旬に被保険者証
（兼）高齢受給者証をお送りしましたので、
病院などにかかるときは、新しく届けら
れた保険証を提示してください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　平成20年度の下水道（汚水）整備完了に伴い、4月 1日から下水道が使える区域が広がります。今回新たに使えるようになる

区域は、船岡字七作、船岡新栄3丁目、船岡新栄4丁目、船岡字大住町、船岡字杉崎、船岡字八入、船岡字清住町の一部の区域で

す。（図面を参照ください。）引き続き平成21年度も下水道（汚水）の整備を進めてまいります。整備予定区域は、船岡新栄4丁

目、船岡字大住町、船岡字八入、船岡字清住町地区となります。下水道は、生活環境の向上や公共用水域の水質改善という役割を

果たす重要な施設です。供用区域内の方は一日も早く下水道への接続をお願いします。

■問  上下水道課　� 55-2118・2119

在職者向け訓練受講者募集

下水道が使える区域が広がりました

凡　　　　　　例

今回下水道が使えるようになる区域

平成 21年度の整備予定区域

70 ～ 74歳の方へお知らせ

船岡字七作

船岡新栄3丁目

船岡新栄4丁目

船岡字清住町

船岡字八入

船岡字大住町
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　宮城県芸術協会会員で、河北美術展招待作家、故引地東治氏と、氏が主宰した絵画愛

好会会員の作品を展示紹介します。

�開催期間／ 5月 24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名以上で団体割引有）

　町内で活動している団体・個人が長年技をみがき制作した多様なジャンルの作品展示会です。

�開催期間／ 4月 5日（日）～ 26日（日）　　　

�開館時間／9:00～ 16:30　※展示期間、開催時間は各団体により異なります。
�入場料／無料

　「'09さくら回廊 inしばた」開催のため下記期間、施設各室（ＩＴ創作プラザ含む）の

貸し出し利用はできません。また、トンボ玉体験会も中止です。

�期間／4月 28日（火）まで

4月の施設利用について

「桜の中の美術祭」引地東治絵画展

第1回

初心者水泳教室
高齢者

「ランチを楽しむ会」
　水泳の基本動作を習得し、水に慣れ親

しみ、水は怖くないことを体験します。

�期間／ 4月 4日（土）～ 6月 27日（土）
　　　毎週土曜日 9：30～ 11：30

�場所／宮城県仙南総合プール
�募集人数／一般成人 15人
�受講料／ 6,000 円
※プール使用料は個人負担です。

�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など
�申込期限／ 4月 3日（金）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局
　及川俊男　

　平成 21年度（平成 21年 4月 1日）

より、公費負担による妊婦一般健康診査

の実施回数が従来の 5回から 14回にな

ります。これに伴い、母子健康手帳交付

時に発行した「妊婦一般健康診査受診票」

の切り替え手続きが必要となります。

　平成21年 4月 1日以降は新たな受診

票（助成券）での健診となり

ます。切り替え手続きがお

済みでない方、転入された

方はお問い合わせください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　おしゃべりしながらみんなで外食しま

しょう。

�日時／ 4月 10日（金）11：00～
�場所／一休（西船迫）
�対象／ 65歳以上の現地集合できる方
�食事代／実費（1,000 円程度）
�申込み期限／ 4月 8日（水）

■申  佐藤　
　 鈴木　

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

�日時／4月19日（日）10：00～15：30
�場所／角田宇宙センター
�内容／ 公開施設 宇宙開発展示室リニ
　ューアルオープン（極低温インデュー

　サ試験設備・高温衝撃風洞・複合エン

　ジン要素試験設備など）科学実験・イ

　ベント あなたの知らない摩擦の世界、

　かさ袋ロケットを飛ばそう、オリジナ

　ル風船プレゼント、ご来場記念写真撮

　影、地元観光物産協会の出店など
※船岡駅前から無料シャトルバスを運行

■問  角田宇宙センター　� 68-3111

　エコミュージアム研究会せんなんでは、

一目千本桜といわれる白石川堤の桜が本

当に千本あるのかを調査することにしま

した。大河原町金ケ瀬から船岡駅北側の

さくら歩道橋まで歩きます。距離は約 9

キロメートルです。私たちと一緒に歩い

てご自身で確認してみませんか。参加費

は無料です。

�日時／ 4月 5日（日）9：45　
　　　　北白川駅集合

■問  エコミュージアム研究会せんなん
　秋本　

　絵本や紙芝居、わらべうたを一緒に楽

しんでみませんか。好きな絵本・お薦め

したい本があったらお持ちください。

�日時／4月15日（水）10：30～11：30
�場所／船岡公民館（船岡小学校隣）
�参加費／無料

■問  おはなしの会　ぴいかぶう（小塩）
　

ダブルス個人戦
一部
①笠松貴司・大内謙吾（東北リコー）

②阿部貴弘・阿部亜矢子（つきのき倶楽部）

二部
①佐藤良幸・松本哲哉（カラーズ）

②斎藤真希・佐々木幸子（船迫愛好会）

③庄司一義・佐藤明夫（船岡自衛隊）

三部
①中木祐輔・堀米智志（カラーズ）

②村山琢也・佐藤和也（カラーズ）

③笹木一雄・武山昭彦（さくら愛好会）

④太田ゆかり・笠博子（つきのき・船迫）

四部Ａ
①大場広子・木村輝夫（さくら・船迫）

②大坪ひろみ・佐藤亜希子（つきのき倶楽部）

③熊田尚也・菅野央行（つきのき倶楽部）

四部Ｂ
①栗林せつ子・阿部洋子（さくら愛好会）

②阿部菊四郎・近江のり子（つきのき倶楽部）

③鈴木いく子・安藤郁子（柴田愛好会）

'09さくら回廊 in しばた

バドミントン春季大会結果
（3月 1日・船岡体育館）
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※ 1 歳 6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳 6か月児健康診査を受ける方は、歯ブラシとタオルをお持ちください。

※ 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4/1（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 20年 11月生まれの方4か月児健康診査2（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 19年 9月生まれの方1歳 6か月児健康診査3（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

8（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

  9：15～   9：45平成 20年 4月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

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）

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）14（火）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

15（水）
12：45～ 13：15森川先生、玉野井先生平成 17年 10月生まれの方3歳 6か月児健康診査

12：45～ 13：15吉田先生平成 18年 12月生まれの方
2歳児歯科健康診査（フッ素塗布希望
者は調査票をお持ちください）

21（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付22（水）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）23（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 19年 10月生まれの方1歳 6か月児健康診査5/8（金）

  9：15～   9：45平成 20年 5月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
13（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

12：45～ 13：15伊藤先生平成 20年 12月生まれの方4か月児健康診査14（木）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

55-4025船　岡歯科ヒライ55-3509船　岡毛利産婦人科医院51-5355大河原さくら小児科4/5

57-1711船　岡玉野井歯科医院52-3115大河原かわち医院83-6061村　田村田内科クリニック12

53-3563大河原村上歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科83-2445村　田中核病院村田診療所19

54-5005船　岡こや歯科医院51-3741大河原庄司クリニック53-1460大河原甘糟医院26

84-4851川　崎西村歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所56-1012槻　木玉渕医院29

55-0970船　岡船岡中央歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科83-2088村　田山田医院5/3

56-5112槻　木さとう歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科83-5503村　田町南診療所4

83-2419村　田榊原歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院57-2310船　岡しばた協同クリニック5

52-2533大河原後藤歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック83-2445村　田中核病院村田診療所6

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　町内歯科医により「妊婦と産まれてくるお子さんの歯の健康づくり」を目的に無料

で歯科健診などを実施します。

�開催日／ 5月 22日（金）　　�受付時間／9：30～ 9：50　　
�場所／保健センター1階
�内容／歯科健診（無料）、簡単に作れるおやつの試食、妊婦と産まれてくるお子さん
　の歯の健康についてなど

�募集人数／妊婦15人（先着順）　　�持ち物／母子健康手帳
�申込期限／5月 15日（金）　　　　　　　　　　　

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

参加者募集

にこにこ妊婦
歯っぴータイム
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