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　先の大戦において、外地等（事変地の

区域又は戦地の区域）に派遣され、戦時

衛生勤務に従事された旧日本赤十字社救

護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦の方

（慰労給付金受給者を除く）に対して、

その御苦労に報いるため内閣総理大臣名

の書状を贈呈しております。
※請求書は、健康福祉課にあります。

※請求期間が 2年間延長され、平成 23年 3月

　31日までとなりました。

■問  総務省大臣官房総務課管理室業務担
　当　� 03(5253)5182

�日時／ 5月 12日（火）9：45～ 11：00

　�場所／船迫公民館

　�対象学区／船迫小学校区

�日時／ 5月 19日（火）9：45～ 11：00

　�場所／槻木生涯学習センター

　�対象学区／槻小・柴小学校区
　

�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
（船迫児童館内）� 54-4040

　太陽の村の竹林で、たけのこ掘りに

チャレンジしてみませんか？親子での参

加も大歓迎です。

�日時／5月16日（土）10：00～12：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／参加者に、たけのこ 3本お持ち
　帰りと、たけのこご飯のサービスがあ

　ります。当日は、汚れてもよい服装で

　参加してください。

�募集人数／ 15人
�参加費／ 300円　※中学生以下無料
�持ち物／長くつ、軍手
�申込期限／ 5月 15日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

太陽の村グリーン・ツーリズム

たけのこ掘り体験会
旧日本赤十字社救護看護婦および
旧陸海軍従軍看護婦の皆さまへ

内閣総理大臣名の
書状を贈呈します

移動なかよし広場
～楽しいよ♪遊びにきてね～

町民大会町民大会およびおよび宮城ヘルシー管内大会柴田町予選会宮城ヘルシー管内大会柴田町予選会

■申  スポーツ振興室、生涯学習課、生涯学習センター（船岡、槻木、船迫）　9：00～ 17：00　
　※日曜・祝日・月曜（月曜日が祝日の場合は火曜日）は受け付けできません。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

代表者会議締切日開催場所年齢構成・人数開　催　日競　技　名

5月 27日（水）
船岡公民館
14：00～

5月 20日（水）総合運動場
男女混合可
8人以内で編成

6月 12日（金）
予備日6月 13日（土）

第29回
町民ゲートボール大会

5 月 27日（水）船岡体育館
ダブルス個人戦
学生・生徒を除く

6月 21日（日）
第6回
町民バドミントン大会

6 月 11日（木）
船岡公民館
19：00～

5月 29日（金）船岡体育館

30歳代女子・5人以内
40歳代男子・2人以内
40歳以上女子・6人以内
50歳以上男子・2人以内

6月 28日（日）
第47回
町民ビニールボール大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）

6 月 10日（水）
船岡公民館
19：00～

5月 29日（金）

総合多目的Ｇ
並松Ｇ
阿武隈川Ｇ
船小校庭

20歳以上（基準日平成
21年 4月 1日）ただし、
学生・生徒は除く。

6月 28日（日）
7月 5 日（日）

第37回
町民ソフトボール大会

6 月 10日（水）船岡体育館
個人戦
学生・生徒を除く。

7月 5日（日）
第34回
町民ラージボール卓球大会

6 月 10日（水）総合運動場
個人戦
小学生以上

7月 16日（木）
予備日7月 17日（金）

第12回
町民グラウンド・ゴルフ大会
（宮城ヘルシー管内大会予選）
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　「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。

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

5月10日（日） 9:00～16:00
5月24日（日） 9:00～16:00
槻木体育館

5月 3 日（日） 9:00～16:00

5月17日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

5月10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／5月19日（火） 19:00
場所／船岡公民館
   学校体育施設調整会議 
日時／5月20日（水） 19:00
場所／船岡公民館

6
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
5月12日（火）佐藤由美子

生　　活 5月19日（火）飯渕　紀子

5月26日（火）近江　宣男

■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
5月13日（水）郡山登美子

人　　権
5月20日（水）桂川　クメ

5月27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
5月 8 日（金）大友　勝彦

人　　権
5月22日（金）本多　敬一

5月22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

�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／ 5月 17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。

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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月日土金
☆☆☆☆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

　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。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）

　

�自己負担料

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

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

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
（配布済み）

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

左記以外の方町国民健康保険加入者75歳以上の方検診名

300円100円100円大腸がん検診

400円200円200円前立腺がん検診
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　今回の工事は、大規模地震時の緊急輸

送道路になっている県道船岡停車場船

迫線・柴田大橋耐震補強工事です。工事

期間は、平成21年5月上旬から平成23

年 5月末までを予定しています。

　5月上旬から 10月上旬にかけて、材

料などの荷卸作業のため、現在2車線あ

る車道のうち 1車線を交通規制（片側交

互通行）します。

　工事期間中は、特に朝夕の通勤時間帯

に道路の渋滞が予想されます。柴田大

橋を通行される皆さんには大変ご迷惑

をお掛けしますが、周辺道路への迂回や

通過時間を多めにとるなどの対策をし

ていただき、耐震補強工事へのご理解ご

協力をお願いします。

■問  県大河原土木事務所道路管理班　� 53-3917

ふれあい教室生募集
　食生活改善推進員の養成講座として、

ふれあい教室を開催します。皆さんの参

加をお待ちしています。

�日程／ 6月～平成 22年 3月
　（月 1回開催、計 10回）

�場所／保健センター
�内容／健康講話・運動実技・調理実習
�参加費／無料（材料費実費負担）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　障害者自立支援法の施行により、これ

までのもみのき園が新たに町指定管理者

の社会福祉法人臥牛三敬会が運営する

「柴田町地域活動支援センターもみのき」

になり、その開所式が4月 8日に行われ

ました。障害を持っている方が生産活動

や創作活動をとおして自立した生活を地

域においてできるよう支援していきます。

�活動日／月曜日～金曜日
　　　　　（土日祭日休館）

�利用定員／ 15人（現利用者 6人）

■申 ■問  柴田町地域活動支援センターもみ
　のき　� 56-1023
　健康福祉課　� 55-5010

　みんなで遊んで、サンドイッチを作

ろう。

�日時／5月9日（土）10：00～14：00
�場所／船迫公民館
�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
�申込期限／ 5月 7日（木）

　

　今話題の「生キャラメル」「シフォン

ケーキ」を作ります。お子様はスタッ

フに預けて楽しいお菓子作りに挑戦し

ましょう。

�日時／5月21日（木）10：00～12：00
�場所／船迫公民館
�募集人数／ 15人
�参加費／ 1,000 円（託児 300円別）
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
�申込期限／ 5月 15日（金）
　
■申 ■問  ＮＰＯしばた子育て支援ゆるり
　ん（水戸）

み～んなおいで！ゆるりんとあそぼう

ゆるりんクラブ
を開催します

ゆるりんセミナー（託児付き）
を開催します

5月上旬から柴田大橋の耐震補強工事が始まります
～工事に伴い交通規制を行ないます～
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地積調査について
　町では、昭和55年度から国土調査法に基づく地籍調査事業に着手し、現在、宅地

は100％完了済みで農地のみを残すところとなっており、平成25年度には調査完了

となる見通しです。

不公平感をなくすために
　地籍調査を早期に終えたところから調査後の増加した地積で課税してしまうと、納

税者に不公平感が生じないように特例を採用することとし、原則として調査前の登記

地積を課税地積としてきました。しかし、調査開始から28年が経過し、既に農地等

以外はほぼ終了した現在、税の均衡性の見地からはいささか不公平な状況となってい

ます。このことから、平成21年度固定資産税・都市計画税をすべて調査後の登記地

積により評価・課税となります。

該当される納税義務者の皆さんへ
　直接該当する納税者の方には、昨年度に送付しました平成20年度納税通知書に課

税比較明細書（調査前と調査後の税額の比較と税差額わかる書類）を同封しておりま

すので、いま一度ご確認ください。納税者の皆さんのご理解をお願いします。

■問  税務課　� 55-2116

　教育委員会では、しばたの郷土館のふ

るさと文化伝承館（エントランスホール

とＩＴ創作プラザ）に図書館を設置する

計画を進めています。

　その概要に関する説明会を開催します

ので、ぜひご参加ください。

�日時／ 5月 10日（日）10:00 ～
�場所／役場 4階委員会室

■問  生涯学習課　� 55-2135

　県南地域で活動するミュージシャンが一堂に集結する音楽の祭典「アズ・ミュージッ

ク・フェスティバル」を開催します。バンド演奏者やフリーマーケットの参加者募集

中です。

�日時／ 7月 26日（日）10：00～ 17：00　　�会場／えずこホール（野外スペース）
�募集内容・申込先／
　○アマチュアバンド等の演奏者30組　※高校生以上。テープ審査あり
　　�参加費／1人 2,000円（記念品あり）　�申込先／小田部晃二郎　
　○フリーマーケット出店者25区画
　　�参加費／1区画 1,000円　　　　　　�申込先／長谷川一正　
　○ホームページからの申し込み
　　http://www16.plala.or.jp/slowlive/azfes/recruit2.htm

�申込期限／5月 31日（日）
※住所、氏名、連絡先を明記してＦＡＸで申し込みください。

■問  大河原町役場（長谷川）

　中国から仙台大学に留学している学生

と一緒に、本場の太極拳を学んでみませ

んか。

�日時／毎月2回（日曜日10:00～12：00）
　5月は 10日・24日開催

�場所／船迫生涯学習センター
�参加費／年間 5,000 円
�募集人数／ 10人程度

■申 ■問  柴田町日中友好協会（大槻）
　

　白石女子高としては最後のお茶会にな

ります。ぜひおいでください。

�日時／5月31日（日）10：00～15：00
�場所／古典芸能伝承の館碧水園
　　　　（白石市）

�茶券代／ 3席で 300円

■問  白石女子高等学校茶道部（窪田）
　� 0224-25-2181

　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／5月20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）
　

骨髄バンクに
ご登録ください

　白血病など血液難病患者の皆さんを

救うために、骨髄バンクの登録をお待

ちしています。（要予約）

�日時／ 5月 12日（火）・26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

　エイズ相談や抗体検査（採血）を匿

名で受けることができます。（要予約）

�日時／ 5月 12日（火）・26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。

エイズ相談・抗体検査

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

　平成21年度課税分から国土調査法に基づく調査  

後の登記地積とさせていただくこととなりました。  

AZ MUSIC FESTIVAL 13th

13回目♪県南音楽人の祭典 参加者募集

太極拳教室

固定資産税・都市計画税の大事なお知らせです
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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。

�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）

　緑豊かな船岡城址を借景に、如心庵・広間・立礼の各茶席で、心安らぐひとときをお

過ごしください。

�日時／ 5月 10日（日）9:00～ 15:00

�如心庵／高橋宗会社中（裏千家）濃茶席　　�立礼／森宗美社中（裏千家）薄茶席

�広間／裏千家仙台南青年部　薄茶席

�茶券／前売券1,500円（3席濃茶席含む）　前売券　800円（2席薄茶席のみ）

　　　　当日券500円（1席薄茶席のみ）

�主催／柴田町民茶会運営委員会

�日時／ 5月 16日、23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／600円　　�対象／小学4年生以上　　�協力／柴田町トンボ玉愛好会

「桜の中の美術祭」引地東治絵画展

しばた茶会

　糖尿病とその予備軍といわれる人は、成人の約6人に 1人といわれています。

　この教室では2～ 3カ月ごとに血糖値を検査し、その結果から自分の生活を見直し、

食生活や運動についてさまざまな人との話を交えながら考え、実践していきます。

�日時・内容

　すでに年金を受給されている方の「年

金額の改定」は「対前年比の物価変動率」

で改定されることになっていますが、現

役世代の「名目手取り賃金変動率」との

関係および、過去に据え置いたマイナス

スライド分の解消から、平成 21年度の

年金額は据え置きとなります。

【国民年金（基礎年金）の年額】
○老齢基礎年金（満額のとき）

○障害基礎年金 1級

　　　　　　　 2 級

○遺族基礎年金　

　子の加算額

　� 2 人目まで 1人につき

　　　　　　　　

　� 3 人目以降 1人につき

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　白女合唱部としてのファイナルコン

サートを多くの合唱部卒業生とともにお

届けします。入場無料です。

�日時／ 5月 17日（日）14：00～
�場所／えずこホール（仙南芸術文化セ
　ンター）

■問  白石女子高等学校（目黒）
　� 0224-25-2181

　お子さんと一緒に、月齢に合った離乳

食を味わってみませんか。

�日時／5月25日（月）10：00～11：30
�受付時間／ 10：00～ 10：15
�場所／保健センター 2階
�内容／離乳食講話および試食、家庭教
　育講話、個別相談（希望者）

�募集人数／生後 5～ 10か月の乳児と
　保護者 15組

�申込期限／ 5月 18日（月）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

5月のトンボ玉体験会

平成 21年度の

年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年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額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額年金額について

792,100 円

990,100 円

792,100 円

792,100 円

227,900 円

75,900 円

にこにこマンマ離乳食

スキッと倶楽部スキッと倶楽部
～血糖と上手に付き合っていくために～

�場所／保健センター

�対象／30～ 65歳で、健診などでヘモグロビンＡ1cが 5.2％以上の方

�募集人数／30人程度（先着順）

�自己負担料／血液検査1回当たり 500円（年 4回実施）

�申込期限／5月 14日（木）

�その他／5月 25日（月）～ 30日（土）に町内指定医療機関で採血をします。

申込後に自宅に検査券をお送りします。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

内　　　　　容時　　間開催日

事例紹介、ヘモグロビンＡ 1cとは？9：30～ 12：006 月 11 日（木）

自分の食事量を知る①（主食～果物）9：30～ 12：009 月 7 日（月）

自分の食事量を知る②（調味料・嗜好品）9：30～ 12：0010 月 8 日（木）

バイキング9：30～ 12：0010 月 30日（金）

検査値の経過、ヘモグロビンＡ 1c9：30～ 12：0012 月 10日（木）

メタボリック症候群について、まとめ9：30～ 12：002 月 15 日（月）
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高齢者の
「ランチを楽しむ会」

　「東北大学無料法律相談所」は東北大学教授ならびに法学部学生で構成され、無料法

律相談を行なっています。

�日時／毎週土曜日12：30～ 17：00

�場所／東北大学法学部内（時期より変更の可能性があります）

�内容／①電話受付：事前に電話にて相談内容を受け付け、当日まで学生が検討を重

　　　　　ねます。

②予審：当日、お客様に来所いただき、再度お話を伺った後、担当学生が法

　的判断を行ないます。

③主審：本学教授・准教授に判断を仰ぎ、その助言の下に最終判断を行ない

　ます。

�相談内容／離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借など、民事法一般、ただし、刑事

　事件・弁護士依頼済みのもの・訴訟（調停）係属中のものを除く

■問  東北大学無料法律相談所　� 022-795-6243

　おしゃべりしながらみんなで外食しま

しょう。

�日時／ 5月 14日（木）11：00～
�場所／サンシャイン青葉
�対象／65歳以上で現地に集合できる方
�食事代／実費（1,000 円程度）
�申込期限／ 5月 13日（水）

■申   佐藤（よ）　　

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

河川愛護モニター募集

　悪質な訪問販売やしつこい電話勧誘、身に覚えのない架空請求や携帯電話トラブル

など悩んでいないで、まずはご相談下さい。電話相談も受け付けます。

消費生活相談（町民環境課内）

　�日時／毎週火曜・水曜・金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～ 16：00

　�問い合わせ／� 55-2113

大河原合同庁舎県民サービスセンター

�日時／毎週月曜～金曜日（祝日・年末年始を除く）9：00～ 16：00

�問い合わせ／� 52-5700

多重債務法律相談

仙台弁護士会では、多重債務法律相談を行っています。初回30分のみ無料。

�日時／毎週火曜日（祝日・年末年始を除く）10：00～ 15：30

�場所／県南法律相談センター（大河原小学校近く）

�問い合わせ／� 52-5898

�活動内容／日常生活の範囲内で知り得
　た河川に関する情報や要望の提供、河

　川愛護思想を広める活動

�活動期間／ 7月 1日～ 1年間
�応募資格／ 20歳以上（4月 1日現在）
　の健康で河川に関心のある方

�募集人員／ 1～ 2人程度
�報酬／月額 4,580 円程度
�申込期限／ 5月 15日（金）

■申 ■問  国土交通省東北地方整備局
　仙台河川国道事務所岩沼出張所
　� 0223-22-2801
　http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/

�日時／ 5月 23日（土）～ 7月 25日（土）

　　　　毎週土曜日（計8回）10：00～ 11：30

�場所／入間田テニスコート

�内容／新設された入間田テニスコートを会場に

　　　　初心者の方を対象にテニスの基本を練習します。

　　　　講師は日本テニス協会公認の指導員が担当します。

�対象／18歳以上の町民

�募集人数／20人　　※定員になり次第締め切ります。

�参加費／3,000円（保険代、ボール代）

�申込期間／5月 8日（金）～ 5月 20日（水）
※直接スポーツ振興室までお申し込みください。なお、参加費は申し込みと同時にお支払いください。

■申 ■問  スポーツ振興室　� 55-2030

入間田テニスコート

初心者硬式テニス教室開催
�日時／ 5月 31日（日）受付 12：30～
�場所／白石市中央公民館大ホール
�内容／「留学で学び国際的治療法と将
　来の展望と現実の最良の治療法」

　講師 :長谷川隆文氏（医学博士）

�参加費／会員2,000円、非会員700円
�申込方法／はがきに住所、氏名、電話
　番号、バス利用の有無（乗場名）を明

　記し、お申し込みください。

�申込期限／ 5月 10日（日）
�送迎バス運行／七十七銀行槻木支店前
　11：45発、柴田町役場前 11：55発

■申  〒 989-0231白石市鷹巣東四丁目
　 大沼勝人

■問  事務局（大槻）
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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。

　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

 定額給付金
　皆さんに送付している申請書に必要事

項を記入し、必要書類を同封の上、返信

用封筒により返送してください。また、

役場企画財政課・槻木事務所までお持ち

ください。

■問  企画財政課　� 54-2111

 子育て応援特別手当
　支給対象となる方に送付している申請

書に必要事項を記入し、必要書類を添え

て役場子ども家庭課にお持ちいただくか、

返信用封筒により返送してください。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

第13回わんぱく相撲
仙南場所

　白石青年会議所では身近に行える相撲

を通じ、子どもたちの心身の鍛錬と健康

の増進を目的とするわんぱく相撲仙南場

所を開催します。4年生以上の優勝者は

夏休みに両国国技館で行われる全国大会

へも出場できます。

�日時／ 6月 6日（土）受付 8：00～

�場所／蔵王町立宮小学校屋外土俵場
※雨天時は宮小学校体育館

�対象／男子小学生（1～ 6年生）

�参加費／無料

�申込期限／ 5月 25日（月）まで

■問  社団法人白石青年会議所
　� 0224-24-4555

　初めてのお子様でも参加できるスポー

ツ教室を開催します。

�日時／ 5月 1日（金）～ 30日（土）
○水泳：毎週月・火・木・金曜日（1カ
　月 4回練習）曜日選択

　16：30～ 17：30、17：30～ 18：30

○バレエ：毎週月曜日（1カ月 4回練習）
　16：30～ 17：30

�場所／県仙南総合プール、バレエ 1階
　スタジオエリア　

�対象／ 4才以上
�募集人数／各 10人　
�参加費／水泳4,500円、バレエ3,975円

■申 ■問  県仙南総合プール　� 56-1663

　平成20年度から平成24年度までの5

年間、中学 1年生に相当する方（3期）

と高校 3年生に相当する方（4期）に麻

しん風しん予防接種を実施します。

　3期・4期の対象となる方には、すで

に実施通知を送付しましたが、3月中旬

以降に転入された方で、上記の要件に該

当する方はご連絡ください。

　実施期間は平成22年3月31日までの

1年間ですが、麻しん風しんの発生予防

とまん延防止、また早期に免疫を獲得す

るためにも、なるべく 6月までに予防接

種を受けましょう。

■問  健康福祉課　� 55-2160

★しばたの郷土館
○佐藤富士男さん（西船迫）が、やりを

　寄贈。

★むつみ学園
○むつみ学園親の会さんが、プリンター

　を寄贈。

★生涯学習施設
○㈱ボディライトニング普及協会さんが、

　図書を寄贈。

★槻木保育所
○槻木保育所保護者会さんが、児童用机

　を寄贈。

★教育総務課
○昭和 39年度船岡中学校卒業還暦を祝

　う会さんが、船岡中学校教育環境充実

　費として、50,000 円を寄付。

�日時／ 6月 27日（土）9：00～ 13：00
　雨天の場合は翌日（天候等により中止

　になる場合もあります）

�場所／陸上自衛隊船岡駐屯地
�募集人員／約 10人（5組）予定
※小学生未満は、ご遠慮ください。

�申込方法／官製はがきに代表者の住所、
　氏名、年齢、電話番号を記入し、ご応募く

　ださい。抽選のうえ決定し、5月下旬頃本

　人に電話連絡します。抽選にもれた方に

　は連絡しませんのでご了承ください。

�申込期限／ 5月 18日（月）必着

■申 ■問  〒 989-1694　柴田郡柴田町船岡字
　大沼端1-1　陸上自衛隊船岡駐屯地司
　令職務室「ヘリコプター体験搭乗」係
　� 55-2301（内線 212）

　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊び、

折り紙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／5月11日（月）15：00～16：00

　　　　5月23日（土）10：30～11：30

�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡

　中央）

■問  庄司　
　 小塩　

短期子供スポーツ教室
のお知らせ

船岡駐屯地

ヘリコプター体験搭乗



お知らせ版●8 第 627号

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）
12：45～ 13：15乾先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）15（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）

18（月）

12：45～ 13：15乾先生平成 19年 1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）

19（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
20（水）

12：45～ 13：15斉藤先生、和野先生平成 17年 11月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付27（水）
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）28（木）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）29（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付6/3（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 1月生まれの方4か月児健康診査4（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 19年 11月生まれの方1歳 6か月児健康診査5（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

10（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 6月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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

52-1080大河原はせ歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-2316船　岡村川医院10

55-4025船　岡歯科ヒライ56-1451槻　木乾医院58-2220船　岡ふなばさま医院17

53-4390大河原スエヒロデンタルクリニック54-1034船　岡船岡今野病院83-5503村　田町南診療所24

53-4390大河原スエヒロデンタルクリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2088村　田山田医院31

52-2533大河原後藤歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科53-5151大河原さくら内科消化器科6/7

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14

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

※ 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。
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