
■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

お知らせ版
広報しばた・お知らせ版・第626号・柴田町役場まちづくり推進課・柴田町船岡中央2丁目 3-45（� 55-2278）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

�開催時間／いずれも10：00～ 12：00
※会場の都合で変更になる場合があります。お問い合わせの上、参加ください。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）� 54-4040

�日時／ 5月 30日（土）雨天決行
�場所／仙台大学陸上競技場
�対象／柴田郡内在住の小学 5・6年生
　（対象外種目に 3・4年生の部あり）

�申込期限／ 5月 12日（火）まで
※詳細は各学校へ配付している開催要項に従い、
　学校単位で申し込みください。

■問 ■申  柴田町陸上競技協会 川勝郁夫
　

平成21年4月15日

　大腸がん検診、前立腺がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。検診は、

町内指定医療機関での個別検診です。指定検診期間以外は受診できなくなりますので、

必ず期間内に受診してください。なお、受診の際は、受診票と自己負担料、大腸がん

検診については便容器（5日以内の便2日分）を指定医療機関に提出してください。自

己負担料・指定医療機関は受診票に記載しています。受診票が検診月の前月28日ま
でに届かない場合はご連絡ください。

�検診期間／5月～ 11月（行政区を下記の7グループに分けて実施）

　町では、子どもの読書活動を効果的に

推進するため、子ども読書活動推進会議

を設置し、現在、この推進委員を募集し

ています。子どもの読書活動に関心のあ

る方、推進委員として活動してみません

か。多くの方の応募をお待ちしておりま

す。

�応募資格／町内に在住する満 20歳以
　上の方

�活動期間／平成21年5月～平成22年
　3月（会議は年 5回、1回当り 1時間

　半程度）

�募集人数／若干名（応募者多数の場合
　は、選考になります）

�報酬／活動における報酬等手当ての支
　給はありません

�応募方法／応募用紙に必要事項を記入
　の上、郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、持参

　のいずれかで生涯学習課にご応募くだ

　さい。応募用紙は生涯学習課、各生涯

　学習センター、郷土館にあります。

�応募締切／ 4月 30日（木）

■申 ■問  生涯学習課
　� 55-2135

子育て自主サ－クルに参加しませんか

柴田町子ども読書活動推進会議

推進委員の募集

目指せ全国大会

全国小学生陸上競技交流大会
柴田郡予選会

主な内容場　所開催日サークル名

自由遊び、季節の行事槻木生涯学習センター第 1・3金曜日おっぱいクラブ
自由遊び子育て支援センター毎週火曜日にこにこ
季節の行事槻木生涯学習センター第 2・4木曜日あっぷる
季節の行事西住公民館第 1・3金曜日ちょうちょ

お出かけ、季節のイベント船迫公民館
船岡生涯学習センター第 2・4木曜日ポップ

自由遊び、季節の行事子育て支援センター第 2・4木曜日チェリー

～5月 26日まで追加申し込みを受け付けます～
　「先の申込時に申し込まなかった」「最近転入した」という方で、受診をご希望の方
は 5月 26日（火）までにお申し込みください。それ以降は指定検診期間にかかわらず
受け付けることができませんので、十分ご注意ください。

　

※対象の年齢は、平成22年 3月 31日現在の年齢です。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

受診票配布時期指定検診期間対象行政区グループ

4月下旬5月 1日～ 30日
7B区、8区、11Ｃ区、12Ａ区、14区、23区、
26区、27区

1

5月中旬～下旬6月 1日～ 30日3区、12Ｂ区、17B区、22区、29Ｄ区2

6月中旬～下旬7月 1日～ 31日6A区、6B区、18Ａ区、28区、29Ａ区3

7月中旬～下旬8月 1日～ 31日7Ａ区、11Ｂ区、13区、20区、25区、29Ｂ区4

8月中旬～下旬9月 1日～ 30日5区、9Ａ区、15区、18Ｂ区、21区、30区5

9月中旬～下旬10月 1日～ 31日2区、9Ｂ区、16区、19区、24区、29Ｃ区6

10月中旬～下旬11月 2日～ 30日1区、4区、10区、11Ａ区、17Ａ区7

検査内容対象検診名

便により大腸内で出血がないかを検査40歳以上の方大腸がん検診

採血により血液中の前立腺特異抗原値を測定50～ 79歳の男性前立腺がん検診



お知らせ版●2 第 626号

開催日時期  間受講料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

第 1木曜日
9：30～ 11：30

6月～ 12月
（5回）

1,000 円
その他移動
研修費実費

生涯学習のきっかけをつくり、高齢者が生き
がいを持って潤いのある生活を送ることを
目指し、一緒に学ぶ仲間と共に、講話や社会
見学、体験実習などを学習します。

65歳以上
50人

高齢者教室（豊齢者教室）
　槻木生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

11月無料

「殺伐とした世の中を変える“心つながるコ
ミュニティ”を考えよう」をテーマに、豊か
な人生経験で得た知識や知恵を地域活動に
活かし、高齢者の社会参加のきっかけづくり
となる講演会です。

65歳以上
50人

シニア「いきいき」講演会
　農村環境改善センター

第 4水曜日
9：30～ 12：00

5月～ 2月
（6回）

教材費実費
庭木の手入れ、デジカメ操作、男の料理、日
曜大工などの技能を身につけます。

町民
15人

とうちゃんの技磨き
　槻木生涯学習センター

火曜日
13：00～ 15：30

5月～ 3月
必要経費は
実費

「健康で豊かな生活を送るために」をテーマ
に、気軽に始められる社交ダンスを学びます。

60歳以上
20人

シルバーダンス教室
　槻木生涯学習センター

金曜日
15：00～ 17：00

5月～ 9月
（11回）

13,000 円（大人）　
12,000 円（小学生）

初心者を対象に、日本古来の書について学び
ます。

小学生以上
30人

書道教室
　農村環境改善センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

3月
（1回）

600円
「そば」について学習し、実際にそば打ちも体
験します。食材や食事の大切さを学びます。

小学生以上
15人

そば打ち体験学習
　農村環境改善センター

第 3水曜日
9：00～ 12：00

7月～ 9月
（3回）

材料費実費
健康を維持するために、講話や調理実習によ
り栄養についての基礎知識を学びます。

女性
30人

知って得する家庭の栄養学
　槻木生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

11月
（1回）

2,500 円
みやぎ婦人会館で教養の向上を目的に研修
を受講してきます。（槻木生涯学習センター
発着の送迎有）

女性
40人

婦人会館一日研修
　（財）みやぎ婦人会館
　　　　　　　（仙台市）

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

8月～ 9月
（2回）

材料費実費
タイルクラフトなどの創作活動を通して、作
品を作る喜びと、生活に潤いを提供します。

女性
20人

レディース潤い教室
　槻木生涯学習センター

第 2水曜日
9：30～ 11：30

6月～ 11月
（4回）

無料
心身の健康を維持していくため、気軽にでき
る軽運動にチャレンジします。いい汗流し
爽快気分に !

女性
20人

レディース爽快教室
　農村環境改善センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

8月
（2回）

材料費実費
革細工などの創作活動により物づくりの楽
しさを学び、子ども達の想像力を豊かにしま
す。

小学生
10人

夏休みこども工作教室
　槻木生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

7月
（1回）

無料
子ども達の日常生活において役立つ内容の
教材を、大型スクリーンで上映します。

幼児・児童
（保護者）

大きなスクリーンで
学ぶキッズライフ
　槻木生涯学習センター

第 4火曜日
18：30～ 20：00

8月～ 1月
（6回）

無料
今年は「世界天文年」です。夜空を望遠鏡で
観測し、宇宙・天文に関する学習をします。

小中学生
20人

天体観望教室
　太陽の村・槻木生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

10月～ 11月
（2回）

無料
子どもに絵本を読んで聞かせることは、子ど
もの想像力を育むのに最適です。この読み
聞かせの技術を学びます。

乳幼児の保護者 20人
（子どもとの参加可）

親が身につける
「読み聞かせ」講座
　槻木生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

2月
（1回）

無料同　　　　上
乳幼児の保護者 20人
（子どもとの参加可）

親が身につける
「読み聞かせ」講座
　農村環境改善センター

■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997



お知らせ版 ●3第 626号

開催日時期  間受講料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

土曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 11月
（4回）

材料費実費
親子で楽しいゲームをしたり、夏休みの工作
教室や料理作りなどをします。

小学生の親子
10組

ウィークエンド遊ゆう塾
　船岡生涯学習センター

土曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 11月
（4回）

材料費実費同　　　　上
小学生の親子
10組

ウィークエンド遊ゆう塾 
　船岡公民館

土曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 11月
（4回）

材料費実費同　　　　上
小学生の親子
10組

ウィークエンド遊ゆう塾
　西住公民館

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

9月
（2回）

材料費実費
電気やガスなどを使用しない料理や、自然の
中での遊び方などを学びます。

小学生の親子
10組

野外活動体験
　船岡生涯学習センター

土曜日
9:30 ～ 12:00

9 月～ 10月
（3回）

無　料
ニュースポーツは、俊敏な動きが出来ない方
でも、運動することが出来ます。ニュース
ポーツを体験してみませんか。

成人
20人

ニュースポーツ体験
　船岡生涯学習センター

土曜日
9:30 ～ 12:00

5 月～ 10月
（4回）

材料費実費
季節に適した植物の栽培方法を学びます。
身近な緑を生活の一部に取り入れることに
より、快適な生活を営んでみませんか。

成人
15人

ガーデニング教室
　船岡生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

7・10・2月
(3 回）

材料費実費
人間の活力源である食について季節ごとに
テーマを設けて楽しく学びます。季節の料
理で、健康な毎日を過ごしてみませんか。

成人
 20 人

季節の料理
　船岡生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

5月～ 7月
（3回）

材料費実費
食の安心・安全を考えながらプランターで夏
野菜を栽培します。

成人
10人

プランターで家庭菜園
　船岡生涯学習センター

毎週水曜日
10：00～ 11：00

6/3・10・17・24
7/1・8（6回）　  

無  料
ピアノを弾いて脳活性、おもしろ楽しくなつ
かしのメロディーを 1曲マスターします。

50歳以上
12人

団塊世代のピアノ教室
　船岡生涯学習センター

火曜日
9:30 ～ 11:30

5/19・26・6/9・
16・23（5回）

無　料
いつまでも健康な生活が送れるよう、簡単で
どこでも出来るダンベル体操の基礎を学び
ます。

成人　20人
全日程参加
出来る方　

ダンベル体操
　西住公民館

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

7月材料費実費
エコ活動を実践することの重要性を学び、リ
サイクル施設の見学やごみ分別について学
習します。

町民
20人

エコ教室
　船岡生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

7月・9月材料費実費
子どもの食育についての講話、バランスのと
れた朝食、そしておやつを作ります。

子育て中の親
12人

子育て健康講座
　西住公民館

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

9月～ 10月無　料
日本古来の文化である着物をひとりで着る
ことが出来るよう着付けの基礎を学びます。

成人女性
10人

着付教室
　船岡公民館

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

6月～ 11月材料費実費
異国の文化や言葉を学びながら、教養を広め
知識を高めます。

成人異文化体験
　船岡生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

6月～ 12月
（6回）

運営費
1,000 円

生涯学習のきっかけをつくり、高齢者が生き
がいを持って潤いのある生活を送ることを
目指し、一緒に学ぶ仲間と共に、講話や社会
見学、体験実習などを学習します。

65歳以上
40人

ハイジア・スクール
（高齢者教室）
　船岡生涯学習センター

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

6月～ 12月
（6回）

運営費
1,000 円

同　　　　上
65歳以上
30人

グランパ・グランマ
（高齢者教室）　
　西住公民館

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

6月～ 12月
（6回）

運営費
1,000 円

同　　　　上
65歳以上
40人

わくわくサークル
（高齢者教室）
　船岡公民館

日時等は後日の　
お知らせ版に掲載

6月～ 11月
（6回）

無　料
絵本の読み聞かせ、簡単なゲームで読書の楽
しみを体験することにより、豊かな感性を養
います。

小学生・幼児
絵本の読み聞かせ
　船岡生涯学習センター
　西住公民館

■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520



お知らせ版●4 第 626号

開催日時期  間受講料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

5 月 20日（水）
 19:00 ～ 21:00

5 月
（1回）

無料
デジタルカメラの仕組みや撮影のテクニッ
クをプロの写真家から学びます。※デジカ
メ（コンパクトタイプ）持参

成人
20人

初心者デジカメ講座
　船迫生涯学習センター

第 4水曜日
9:30 ～ 11:30

5 月～ 2月
（10回）

運営費 1,000 円
移動研修費実費

生涯学習のきっかけをつくり、高齢者が生き
がいを持って潤いのある生活を送ることを
目指し、一緒に学ぶ仲間と共に、講話や社会
見学、体験実習などを学習します。

65歳以上
60人

高齢者教室（豊齢者教室）
　船迫生涯学習センター

金曜日
15:30 ～ 17:00

5 月～ 3月
（30回）

600円
（保険代）

安全で楽しい子どもたちの活動場所を設け、
集団遊びを主に体験活動を行ないます。（協
力：仙台大学レクリエーション部）

児童クラブに登録し
ていない船迫小学
区の小学生 20人

子ども広場
　船迫生涯学習センター

第 1・第 3土曜日
14:00 ～ 15:30

5 月～ 9月
（6回）

教材費実費

団塊の世代ばかりではなく、どの年代層にも
広く聴かれている「ザ・ビートルズ」。そん
な曲をみんなで、それも英語で歌ってみませ
んか。講師は仙台で活動するコピーバンド
「ザ・ビーンズ」のメンバーです。

町民
15人

「ビートルズ」
　メロディーを歌おう
　船迫生涯学習センター

第 1・第 3土曜日
10:00 ～ 11:30

5 月～ 9月
（9回）

無料

年齢や性別、楽器演奏の経験も関係なくだれ
でも楽しめる口笛。演奏は酸素をたっぷり
吸い込む腹式呼吸で心肺機能を優しく向上
させ、また、口元の筋肉を使うので美顔効果
もあります。

町民
10人

誰でもふける口笛教室
　船迫生涯学習センター

第 3金曜日
10:00 ～ 12:00

5 月～ 11月
(7 回 )

500 円
（保険代）

聴覚を使って卓球台でボールを転がして行
う「サウンドテーブルテニス」に参加しませ
んか。

視覚障害者・低視力者 10人
( ガイドヘルパー必須 )

サウンドテーブルテニス
　　　　　　　　(STT)
　船迫生涯学習センター

第 2・第 4土曜日
9:30 ～ 11:30

6 月～ 7月
（4回）

資料代実費

近い将来起こるといわれている大地震に備
え、被害を最小限にするために、家庭や地域
で準備することを学びます。また普通救命
講習を受講し、応急手当の基礎知識も学びま
す。

成人
20人

防災教室
　船迫生涯学習センター

日時等は 5月の　
お知らせ版に掲載

6月
（1回）

無料

裁判員制度は住民が参加し、住民が持ってい
る日常感覚や常識を裁判に反映することが
ねらいです。そんな制度の仕組みや具体的
な業務について学びます。

成人
50人

地域講座「裁判員制度がスタート」
　船迫生涯学習センター

日時 ･募集は
6月のお知ら
せ版に掲載　

7月 (1 泊 2日 )
相馬海浜自然の家

2,000 円

自然に囲まれた中で仲間たちと協力して生
活し、めいいっぱい遊ぶ。夜はこぼれてきそ
うな星空を眺めながらキャンプファイヤー。
いろいろなことにチャレンジしながら仲間
を思いやる心を身につけていきます。

小学4年生
20人

夏休み自然体験キャンプ
　船迫生涯学習センター

日時等は 7･8 月
のお知らせ版に
掲載　　　　　

7月・8月
(午前 ､午後上映）

無料

暗やみのホールで映画館のような大型スク
リーンや迫力ある音響を味わい、周囲の人と
一体感を得ることを体験しながら、子どもた
ちの情操を育むため上映します。

幼児・児童
（保護者）

夏休みこども映画会
　船迫生涯学習センター

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

開催日時期  間受講料内　　　　　容募集対象・人数教室名・会場

木曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 7月
（8回）

3,000 円
追加材料費実費

古代のアクセサリー「トンボ玉」づくりを学
習します。 

町民
10人

トンボ玉づくり体験学習
　しばたの郷土館

木曜日
14:00 ～ 16:00

5 月～ 3月
（月 2回）

無料古文書を使い、解読技術を学びます。
町民
10人

古文書解読ボランティア養成講座
　しばたの郷土館

金曜日
9:30 ～ 12:00

5 月～ 7月
（8回）

材料費
2,000 円

拓本の採集方法や道具の作り方を学習しま
す。

町民
5人

拓本づくり体験学習
　しばたの郷土館

毎月第 2土曜日
13:30 ～ 16:00

5 月～ 3月
資料代
2,000 円

「古文書なんて読めない！」とお思いのあなた。
でもじっくり見ると読めるものです。自分の目
で新しい歴史を見つけてみませんか。

町民
10人

古文書に親しむ
　槻木生涯学習センター

■申 ■問  しばたの郷土館　� 55-0707
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　あなたの地区の農業委員が農地行政や
身近な農業問題の相談に応じます。お気
軽にご相談ください。
�相談日時／毎月 5日 19:00 ～ 20:00
※土・日・祝日でも可

�相談方法／各地区の農業委員宅に直接
　電話で相談
�相談内容／農地売買・貸借、農地転用
　許可、利用集積、農業者年金、標準小
　作料、認定農業者の育成、盛土客土届
　家族経営協定ほか

　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／ 5月1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／ 5月 22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

�開放日／毎月第2日曜日9:00～16:00
※ 5月 10日から開始します。

�場所／入間田テニスコート（農村環境

　改善センター隣り）

�対象／町民

�使用料金／無料

�使用方法／開放日当日に農村環境改善

　センターの使用簿に記入

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

船岡駅 06：30～10：40　12：00～13：05

13：25～13：50　14：10～16：20

17：20～20：30　

槻木駅 06：30～10：40　12：00～13：10

13：30～13：50　14：10～16：30

17：30～20：30

　大変恐れいりますが、上記の時間以外

は窓口を閉めさせていただいております。

■問  テレホンセンター  � 050-2016-1602

介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料改改改改改改改改改改定定定定定定定定定定介護保険料改定のののののののののののおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららせせせせせせせせせせお知らせ

■問  農業委員会　� 55-2117

電　話委員名地　区

日下　啓一船　　岡

　橋富士男

三 名 生 根元　定雄

水戸　光男

岩間　良隆船迫 ･本船迫

澤田正一郎
槻　　木

加納　厚志

岡崎　　彰
四日市場

齋藤　一郎

　橋　　清富沢 ･上川名

平間　　弘入 間 田

青柳　保男葉　　坂

猪又　秀夫
成田 ･海老穴

大沼　清一

■問  健康福祉課　� 55-2159

　介護保険の第1号被保険者（65歳以上）の介護保険料を改定しましたので、お知
らせします。
　この改定保険料は、平成21年度から平成 23年度まで適用され、第4段階に特例
措置として、軽減層を設けたことが主な改定になります。

平成21年度から平成23年度までの介護保険料（65歳以上）

保険料率

平成 21年度
から平成 23
年度までの介
護保険料（年
額）

平成 18年度
から平成 20
年度までの介
護保険料（年
額）

対象者段　階

基準額× 0.520,400 円20,400 円
生活保護受給者または世帯全
員が市町村民税非課税で、老
齢福祉年金を受給している人

第 1段階

基準額× 0.520,400 円20,400 円

世帯全員が市町村民税非課税
で、本人の前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計額
が 80万円以下の人

第 2段階

基準額× 0.7530,600 円30,600 円

世帯全員が市町村民税非課税
で、本人の前年の合計所得金
額と課税年金収入額の合計額
が 80万円を超える人

第 3段階

基準額× 0.85
34,680 円

（新たに設定し
た軽減層）　

40,800 円

世帯内に市町村民税が課税され
ている人がいる場合で、本人が
市町村民税非課税でかつ前年の
合計所得金額と課税年金収入額
の合計額が 80万円以下の人

第 4段階

基準額40,800 円

世帯内に市町村民税が課税さ
れている人がいる場合で、本
人が市町村民税非課税でかつ
前年の合計所得金額と課税年
金収入額の合計額が 80万円
を超える人

基準額× 1.2551,000 円51,000 円
本人が市町村民税課税で、前
年の合計所得金額が200万円
未満の人

第 5段階

基準額× 1.561,200 円61,200 円
本人が市町村民税課税で、前
年の合計所得金額が200万円
以上の人

第 6段階
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　「子どもの読書活動の推進に関する法律」により、4月 23日は「子ども読書の日」

と定められています。これは、国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理

解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために設けられ

たものです。

　幼少の時から書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、

物ごとを正しく判断する力をつけておくことが、子どもたち

にとってどんなに大切なことか…。子どもに読書を勧めるだ

けでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えると

き、それが「こどもの読書週間」です。期間中、ご家族そ

ろって読書してみませんか！

　柴田町では平成18年 4月 1日「柴田

町子ども読書活動推進計画 ｣を策定し、

子どもの読書活動を推進しています。また、柴田町子ども読書推進会議では、｢ノー

テレビ・ノーゲームデー ｣の推進に取り組んでいます。ご家庭でのご理解とご協力を

お願いします。

■問  生涯学習課　� 55-2135

　子どもの本展示会は、昭和 45年から

開催している県図書館の主催事業です。

こどもの読書週間にちなみ、昨年出版さ

れた子どもの本を展示します。子どもた

ちに、本の世界の楽しさを伝えてみませ

んか。

�日時／4月18日（土）～4月29日（水）

　　　　10：45～ 16:30

　　　　4月 20日（月）、27日（月）は休

　　　　館日

�場所／宮城県図書館

�展示資料／昨年出版された児童書約

　1,500 冊、朝読書に関する本 約 150

　冊、赤ちゃん絵本約 50冊、児童書研

　究書約 50冊
※入場は無料です。

■問  県図書館　� 022-377-8447

通信販売は慎重に！
　テレビショッピングやネットショッピ

ング、またカタログや新聞広告などによ

る通信販売が増えています。便利で手軽

に商品を購入できる一方で、「広告とイ

メージが違う商品が届いた」「思っていた

ような効果がない」などのトラブルも発

生しています。通信販売にはクーリン

グ・オフ制度は適用されませんので申し

込む前に注意が必要です。

 アドバイス

○返品の可否については業者が決めます。

　返品・交換ができる場合でも条件をし

　っかり確認しましょう。

○疑問点は必ず事前に問い合わせましょ

　う。

○ネットショッピングでは、業者の連絡

　先や所在地、注文内容・承諾通知書を

　印刷し保管しておきましょう。

○前払いはできるだけ避けましょう。

○商品が届いたらすぐ中身を確認しまし

　ょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

　学生の方で国民年金保険料の納付が困

難なとき申請する「学生納付特例制度」は、

年度ごとに毎年の申請が必要です。平成

20年度に学生納付特例に該当していた

方のうち、平成 21年度も引き続き同じ

学校に在学予定としていた方には申請用

紙（ハガキ形式）を送付しています。

　学生納付特例の申請が遅れると、申請

日前に生じた不慮の事故や病気による障

害について、障害基礎年金を受け取るこ

とができない場合があります。申請書用

紙（ハガキ形式）は 4月中に提出してく

ださい。（在学証明書や学生証の写しの

添付は必要ありません。）

　ただし、在学している学校に変更のあ

る方は、改めて在学の事実などについて

確認する必要があるため、送付されるハ

ガキ形式の申請書で申請することはでき

ません。役場の窓口、または、社会保険

事務所にご相談ください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

�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」

■問  柴田町社会福祉協議会   � 58-1771

○第6Ａ区行政区長　家村眞澄
　船岡字東町の口

○ 第29Ａ区副行政区長　朝生　亮
　西船迫 1丁目

　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／5月14日（木）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  地域包括支援センター（健康福祉課）
　� 55-2159

行政区長について
（平成21年 4月 1日から）

4/23（木）～ 5/12（火）はこどもの読書週間

テレビを消して本を読もう！
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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 26日（日）まで
�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

仙台大学シニアカレッジ

シニア地域指導者養成講座

船岡祭友会 会員募集中 !
お祭り好き集まれ

'09さくら回廊 in しばた

　県内では、過去10年間で101件もの農

作業死亡事故が発生しています。事故の

多くは、トラクターによるものが多く、そ

の原因の多くは、ほ場の段差などからの

転落となっています。キャビンや安全フ

レームを付けて死亡事故を防ぎましょう。

○機械の点検整備は計画的に早めに行なう

○休憩の取れる無理のない作業計画を

○狭い道では、路肩の状況を事前確認

○ほ場の出入り、あぜ越えは慎重に

○点検調整時は、初めにエンジン停止

■問  地域産業振興課　� 55-2122

　昭和58年3月に発足。現在、会員48

人で、しばた夏祭りなどでおみこしを担

ぐほか、県内外へ遠征し各地のお祭りに

参加しています。

　私たちの会は、お祭りを楽しむ会です。

皆さん、気軽に参加してみませんか。

■申 ■問  会長　泉幸吉（株式会社泉ビルダー）
　

　合併協議会は、どなたでも傍聴できま

す。会議開会の 30分前から受け付けを

行いますので、ぜひご来場ください。

�日時／４月 28日（火）13：30～
�場所／村田町中央公民館

■問  企画財政課　� 54-2111

　こんなものが欲しい、あんなものがあ

るかな？と思ったら出かけてみませんか。

�日時／ 4月 18日（土）・19日（日）
　10：00～ 14：00

�場所／ユーワ精巧柴田工場内（西船迫）

�募集／ 30店舗　
�参加費・管理費／ 1,000 円
○ご家庭で使わなくなった衣類、雑貨

や手作り作品など。

ご要望により、フリマ委託販売も受け

付けますのでご相談ください。
※ただし、子育て応援企画として0歳から12
　歳までの使用の品物に限定させていただき
　ます。

■申 ■問  ユーワ精巧株式会社
　� 0120-965-896

　「運動」「スポーツ」「健康」について学

習し、習得した知識や指導技術を活かし

て、スポーツ・ボランティア活動など地

域づくりの場で活躍できる人材の育成を

目標として開講します。

�講座内容／○講座�「地域スポーツ指
　導者コース」主に高齢者を対象とした

　地域スポーツ指導者養成講座

　○講座�「地域ヘルスケア・パートナー

　コース」地域の介護予防を推進する指

　導者養成講座

�日時／ 5月 12日（火）～ 8月 4日（火）
　（全13回）講座� 10：20～11：50、講

　座� 12：40～ 14：10

�場所／仙台大学
�対象／主にシニア世代、子育て後の女
　性など

�募集人数／各講座 20人
�受講料／各講座 2万円（税込み）
�申込期限／ 4月 27日（月）
※申し込み用紙は、仙台大学にあります。詳し
　くはお問い合わせください。

■申 ■問  仙台大学事業戦略室
　� 55-1621　� 55-2769

　漢字の基礎と実用書道を中心に行いま

す。初心者の方大歓迎です。

�日時／毎月第 2・4木曜日
　9：30～ 11：30

�場所／西住公民館
�持ち物／書道用具
�月謝／ 2,000 円

■申 ■問  西住書道愛好会（三澤精一）
　

�日時／4月24日（金）、5月22日（金）

�区域／市街地を除く町内全域

�重点地区／白石川（東北リコー下流域）、

　阿武隈川、農業用ため池

�対象鳥獣／カラス、カルガモ

�捕獲方法／町有害鳥獣駆除隊員が銃器

　で捕獲します（だいだい色の腕章を付

　け、鳥獣捕獲許可証を持参）

■問  地域産業振興課　� 55-2122

西住書道愛好会

室内フリーマーケット出店募集

有害鳥獣捕獲のお知らせ
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主な行事日学　校

避難訓練8船岡小学校
� 55-1064 ＰＴＡ環境整備作業16

運動会23

振替休業日25

運動会23槻木小学校
� 56-1029 振替休業日25

クリーン作戦8柴田小学校
� 56-1430 発達検査・内科検診12～14

フリー参観日・避
難訓練

13

柴小地区合同運動会23

振替休業日25

耳鼻科検診28

児童各種検診11～18船迫小学校
� 55-5394 運動会23

振替休業日25

児童各種検診26～27

合同運動会23西住小学校
� 53-3227 振替休業日25

眼科検診8東船岡小学校
� 55-1811 ＰＴＡ奉仕作業17

運動会23

防犯教室28

2 年宿泊体験学
習・1年自然体験
学習

21～22
船岡中学校
� 55-1162

歯科検診12槻木中学校
� 56-1331 3 年実力テスト20

小中連携授業参観26

心電図検査27

ＰＴＡ奉仕作業30船迫中学校
� 54-1225

郡陸上大会16
中学校共通

振替休業日18

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　昨年 10月から始まりました「ふるさ

と柴田応援寄附金」は、2件 60,000 円

の寄附をいただきました。

　

　ふるさと納税制度は、ふるさとと思う

地方公共団体に 5,000 円を超える寄附

を行った場合、一定の限度額まで所得税

と合わせて個人住民税が軽減される制度

です。「ふるさとを応援したい」と思う皆

さまの気持ちを寄附という形で柴田町に

貢献することができます。町では、寄附

金を次の対象事業に充てて、「ふるさと

柴田」を元気で魅力あるふるさとにして

いきたいと考えています。皆さまからの

寄附による応援をお待ちしております。

＜寄附の対象事業＞
○桜のまちづくりに関する事業

○教育に関する事業

○福祉に関する事業

○まちづくりに関する事業（地域づくり）

■問  企画財政課　� 54-2111

　すばらしい柴田町を創る協議会は、植

栽活動をはじめ、各種奉仕活動を実践す

る団体です。一緒に活動する方を募集し

ます。ぜひ参加ください。（会長：半澤正

孝）

�申込期限／ 5月 9日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

括班長兼農政班長）・加藤寿彦（町民環境

課）【都市建設課】○車両センター長兼車
両センター班長・松崎秀男（企画財政課）

○技術補佐（総括班長兼建設班長）・平間

広道（上下水道課）○技術補佐（都市計

画班長）・鎌田和夫（主幹） 【上下水道
課】○技術補佐（水道班長）・鈴木達哉（都
市建設課）【会計課】○会計管理者兼課長・
小林　功（税務課）【教育総務課】○課長
補佐（学務班長）・菅野正行（町民環境課）

【学校給食センター】○所長・佐々木啓
（スポーツ振興室）○副参事・根元信好

（主幹）【槻木生涯学習センター】○館長・
加藤敏郎（学校給食センター）○副館長

（学習支援班長）・村山和敏（子ども家庭

課）【船岡生涯学習センター】○副館長（学
習支援班長）・半沢美智子（主幹）【船迫
生涯学習センター】○副館長（学習支援
班長）・星　武（税務課）【しばたの郷土
館】○参事兼館長・佐藤松雄（地域産業
振興課）【スポーツ振興室】○室長・半沢
和茂（槻木生涯学習センター）【議会事務
局】○次長・相原光男（主幹）

■平成21年 3月 31日付退職者
○平間春雄（会計課）○手代木文夫（し

ばたの郷土館）○鈴木庸一（都市建設課）

○関　和枝（三名生児童館）○石川　昇

（企画財政課）○薊　千代（西船迫保育

所）○大久保和子（槻木生涯学習センター）

○平間　洋平（健康福祉課）○天野真由

美（健康福祉課）
　

■平成21年 4月 1日付異動者
【総務課】○参事（仙南地域広域行政事
務組合派遣）・加茂和弘（税務課）○参事

兼危機管理監兼防災班長・佐藤富男（地

域産業振興課）○課長補佐（総括班長兼

秘書職員班長兼行政班長）・長谷川敏（町

民環境課）○課長補佐（みやぎ県南中核

病院派遣継続）・関場孝夫○主事（宮城県

派遣）・阿部正宏（教育総務課）【企画財政
課】○課長・水戸敏見（健康福祉課）○兼
参事兼総括班長・財政班長を解く・大場

勝郎（地域再生対策監）○参事兼公共工事

管理監兼契約財産班長兼車両管理班長兼

車庫長・小野宏一（都市建設課）○課長補

佐（財政班長）・伊藤良昭（主幹）【税務課】
○課長兼税収納対策監・永井　裕（総務

課）○課長補佐（総括班長兼納税・徴収

対策班長）・舟山恵記（教育総務課）○主

事・長山武司（新採）【町民環境課】○課
長・吾妻良信（総務課）○兼総括班長・

桑島康明（技術補佐）○課長補佐（保険

年金班長）・鈴木　仁（会計課）○課長補

佐（町民窓口班長）・加藤祥子（主幹）

【健康福祉課】○課長・大宮正博（町民
環境課）○参事兼長寿社会対策監兼介護

保険班長・平間忠一（議会事務局）○課

長補佐（福祉班長）・古積信弘（船迫生涯

学習センター）○兼総括班長・相原健一

（課長補佐）○副参事・丹野千代子（主

幹）○保健師・植木佳穂理（新採）○主事・

水戸晴香（新採）【子ども家庭課】○むつ
み学園長兼母子生活支援施設長を解く・

笠松洋二（課長）【船岡保育所】○保育
士・大倉久美子（新採）【西船迫保育所】
○所長・熊谷優子（第一幼稚園）【三名生
児童館】○館長・阿部恵子（船岡保育所）
【むつみ学園兼母子生活支援施設】○園
長兼施設長・駒板公一（健康福祉課）【地
域産業振興課】○課長併農業員会事務局
長・加藤嘉昭（企画財政課）○課長補佐（総

寄附の使いみち寄附金額寄附者

桜のまちづくり
に関する事業　30,000 円菅野正行

（白石市）

〃30,000 円匿名
（東京都）

「すばらしい柴田町を創る協議会」
推進委員募集
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