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　火災や災害から町民の生命と財産を守

るため、団員が日ごろから訓練している

消防技術をご覧ください。

�日時／ 6月 7日（日）9：00～ 12：00
�場所／柴田町総合運動場　※雨天時は
　柴田町民体育館（駐車場はありません）

�内容／通常点検、機械器具点検、分列
　行進、実地放水ほか

 サイレン吹鳴

　第 1回　7：00、第 2回　7：20

■問  総務課　� 55-2111

平成21年5月15日

　子宮がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。期間内に指定医療機関で受

診してください。5月 25日（月）までに受診票が届かない場合はご連絡ください。ま

た、申し込まれなかった方で受診をご希望の方は、7月24日（金）までにお申し込みく
ださい。なお、検診期間の後半は大変込み合いますので、6月中の受診をお勧めしま

す。

�検診期間／6月 1日（月）～ 7月 31日（金）

　「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。それ以降は受け付けることができませ
んので、十分ご注意ください。詳細はお知らせ版5月 1日号をご覧いただくか下記ま

でお問い合わせください。

�日時／ 5月 29日（金）9：45～ 11：00
　�場所／船岡体育館
　�対象学区／船小・東船小学校区

�日時／ 6月 2日（火）9：45～ 11：00
　�場所／西住公民館
　�対象学区／西住小学校区

�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

　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。事前の申し込み

は不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 6月 3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  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

※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

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

検　　診　　日　　時医療機関名

8：30～ 11：30、13：30～ 17：30月・火・木・金毛利産婦人科医院
� 55-3509 8：30～ 11：30水・土

10：00～ 12：00、14：00～ 17：00月～金
大沼胃腸科外科婦人科医院

� 56-1441

8：30～ 12：00、14：00～ 17：30
※ただし、火曜日の午後は 15：00～ 15:30

月・火・水・金宮上クリニック
� 55-4103

8：30～ 12：00木・土

14：00～ 14：30（予約制）
※時間に遅れた場合、キャンセル扱いになります
　のでご注意ください。

月・火・水・金

みやぎ県南中核病院
� 51-5500 予約受付について

日時／ 5月 18日（月）～ 7月 30日（木）14：30～ 16：30
変更・お問い合わせは 12:00 ～ 17:00（土・日・祝日を除く）
予約方法／電話または外来 4番窓口で受け付けます。

自己負担料

左記以外の方町国保加入者75歳以上の方検診内容（検診単価）

2,100 円1,000 円1,000 円頚部がん検診（7,014 円）

2,100 円1,000 円1,000 円体部がん検診（7,014 円）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～



お知らせ版●2 第 628号

　町や県が所得に対して課税する税金は「町民税」と「県民税」で、この2つを合わせて「住民税」といいます。住民税は、地域

社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらうという性格を持っています。ただし、専業主婦や学生のように所得のない方

や生活保護を受けている方、前年の所得が一定金額以下の方などは非課税になります。住民税は「均等割」と「所得割」に区分さ

れます。均等割は、税金を負担する能力のある個人が均等の額によって負担するものであり、所得割は、前年の所得の額に応じて

負担するものです。

　住民税のうち均等割、所得割は1月 1日（賦課期日）現在の住所地で課税され、町民税と県民税についての賦課徴収（申告書の

受付、税額の計算、納税通知書の送付、税の収納など）の事務は町が併せて行います。

　町民の皆さんに負担していただく県民税は、税率の違いを除けば、課税や納税の仕組みが町民税と同じですので、町が2つの税

の事務手続きをまとめて行っています。

　住民税には、この個人の住民税のほかに「法人住民税」もあります。　

  住民税を納める方（納税義務者）　基準日：平成21年 1月 1日

　

　①均等割

  住民税が課税されない方
○均等割・所得割が非課税
　（ア）生活保護法により生活扶助を受けている方
　（イ）障害者、未成年者または寡婦（夫）で前年中の合計所得金額が125万円以下の方

○均等割が非課税
　前年中の所得金額が33万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額（控除対象配偶者または扶養
親族がいる場合には、その金額にさらに16万 8千円を加算した金額）以下の方

○所得割が非課税
　前年中の所得金額が35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額（控除対象配偶者または扶養
親族がいる場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額）以下の方

　平成21年 10月から住民税の年金からの引き落としが始まります　
　住民税の年金からの引き落とし制度は、納税方法の変更だけで新たな税負担が生じるものではありません。

  対象となる方 … 4月 1日現在で 65歳以上の公的年金等の所得があり、住民税の納税義務のある方。ただし、以下の方に
　ついては対象になりません。

�介護保険料が年金から引き落としされていない方
�引き落としされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方
※障害年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

　引き落としの開始は、平成21年 10月支給分の年金からになります。そのため、平成21年度の住民税額のうち半分については、
平成21年 6月と 8月に、これまでどおり納付書で納めていただくことになります。住民税の年金からの引き落とし制度にご理解
をよろしくお願いします。

町内に住所はないが、事務所
または家屋敷のある方　　　

町内に住所がある方
納税義務者  

  納める税

○○①均等割

－○②所得割

3,000 円町民税（年額）

1,000 円県民税（年額）

②所得割

 計算方法　（所得金額－所得控除額）× 税率 － 税額控除 ＝ 所得割額

　　　　　　　　課税所得金額

　住民税の税率 … 10％（町民税 6％、県民税 4％）　
※住民税は前年中の所得を基準として計算されるので、平成 21年度の住民税は、平
　成 20年分の所得金額が基準になります。

��������������



お知らせ版 ●3第 628号

  はじめに
　町では、昭和55年度から国土調査法に基づく地籍調査に着手し、現在、宅地は100％

完了済みで農地のみ残すところとなり、平成25年度には完了となる見通しです。当初は、

納税者に不公平感が生じないように調査前の登記地積を課税地積としてきました。しかし、

調査開始からすでに28年が経過した現在では、逆に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ることから、平成21年度の固定資産税・都市計画税を全て調査後

の登記地積により評価・課税とすることになりました。該当する納税義務者の方には、昨

年5月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（調査前と調査後の地積

の比較と平成20年度分での税差額がわかる書類）を同封しています。皆さんのご理解をお

願いします。

  固定資産税・都市計画税の概要
　固定資産税の対象となる資産の価格については、総務大臣が定めた全国一律の公平な基準で評価し決定します。また、都市計画

区域内の土地（宅地など）・家屋を所有している方には、都市計画事業の推進のための費用に充てる目的税として、都市計画税を負

担していただいています。

都市計画税固定資産税区　　分

毎年 1月 1日賦 課 期 日

都市計画区域内の宅地等、家屋固定資産（土地、家屋、償却資産）課 税 客 体

当該土地または家屋の所有者固定資産の所有者納税義務者

原則として宅地等、家屋の価格
※住宅用地には軽減措置があります。

原則として固定資産の価格　※住宅用地には軽減措置があります。課税標準額

課税標準額× 0.3％課税標準額× 1.4％　※新築住宅に対する軽減額があります。税額の計算方法

固定資産税の免税点と連動
町内に所有する固定資産の課税標準額の合計が、次の額未満の場合は
課税されません。
○土地 30万円未満　○家屋 20万円未満　○償却資産 150万円未満

免　税　点

納税通知書により、5月・7月・9月・11月の年 4回に分けて納税納 税 方 法

  固定資産税はどのように決めるの？
○土地………宅地価格は、標準となる宅地の鑑定評価価格を求め、その7割程度を目標に評価します。その他の地目は、売買実例

価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。

○家屋………評価の対象となった家屋と同じものをもう一度新築した場合、費用がいくらかかるかを算出した額（再建築費）を基

に価格を求めます。

○償却資産…事業を営むために所有している機械などの取得価格を基礎とし、取得後の経過年数による減価を考慮して価格を決定

します。

  納税通知書に課税資産明細書を添付
　固定資産の土地・家屋の所有者に対して、納税通知書の次頁に課税資産の明細書を添付しています。

  路線価を公開
　納税者に理解を深めていただくために、町内のすべての路線価格を税務課で公開しています。

  固定資産縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧
�期間／6月 1日（月）まで（土・日曜日を除く）　　　�時間／8：30～ 17：15　　　�場所／税務課

�必要な物／納税通知書（前年度でも可）、運転免許証、印鑑、委任状（本人以外）



お知らせ版●4 第 628号

　国民健康保険税は、国民健康保険事業における保険給付や各種検診事業などの財源として使用される目的税です。国民健康保険

税総額は、その年に予測される医療費などに対して、被保険者の負担する一部負担金、国庫補助金などを見込んで算出します。

  国民健康保険税の改正
　①　平成21年 4月から介護保険分の課税限度額が9万円から10万円に引き上げられました。

　②　平成21年 4月から国民健康保険税の納付方法が特別徴収（年金天引き）から普通徴収（口座振替）へ申し出により、審査

　　なしで変更できるようになりました。

  国民健康保険税の課税額（医療保険分と後期高齢支援金分および介護保険分の合算額となります）
　加入されている方に対して、以下の4項目に基づいて課税されます。

　
※ 40歳以上 65歳未満の被保険者については介護保険分も含まれます。

　

●国民健康保険税は、年度内（4月 1日～翌年3月 31日）の被保険者の期

　間に応じて月割計算となります。

●国民健康保険税は、資格を取得した月から世帯主名で課税されます（届出

　をしたときからではありません）。

  国民健康保険税の軽減措置
　国民健康保険税では、加入者の総所得額に応じて、均等割額・平等割額について軽減制度が適用になる場合があります。なお、

所得が確定しないと適用になりませんので、忘れずに申告してください。

  国民健康保険税の納期
　普通徴収：納付書や口座振替により納入していただきます。
　特別徴収：年金からの天引きとなります。

※納期は納税通知書により、4月から翌年1月までの年10回に分けて納税します。

※納期は納税通知書により、4月から翌年2月までの年6回に分けて年金から天引きされます。

平等割額
一世帯にいくらと計算

＋
均等割額

世帯の加入者数に応じ
て計算　　　　　　　

＋
資産割額

世帯の固定資産に応じ
て計算　　　　　　　

＋
所得割額

世帯の前年中の所得に
応じて計算　　　　　

47万円（医療保険分）

課税限度額 12万円（後期高齢支援金分）

10万円（介護保険分）

第 10期第 9期第 8期第 7期第 6期第 5期第 4期第 3期第 2期第 1期
普
通
徴
収

翌年 1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

7月に届く納税通知書
被保険者の前年の所得額が確定されたもので計算されます

4月に届く納税通知書（暫定納付書）
前年の税額の 3／ 10

第 6期第 5期第 4期第 3期第 2期第 1期
特
別
徴
収

翌年の 2月12月10月8月6月4月

10月に届く納税通知書
被保険者の前年の所得額が確定されたもので計算されます

4・6・8月に届く納税通知書

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務職員を募集しています。税務職員は、国の財政を支える重要な仕事を担い、国税

局や税務署において、調査・検査や指導などを行う税務のスペシャリストです。

�受験資格／昭和63年 4月 2日～平成 4年 4月 1日生まれの方　　　�受付期間／6月 23日（火）～6月 30日（火）
�申込書の請求／最寄りの税務署、仙台国税局または人事院東北事務局にあります
�申込書の提出先／人事院東北事務局　第二課試験係　　〒980-0014　仙台市青葉区本町3-2-23
�試験日および試験種目／第1次試験：9月 6日（日）（教養試験・適性試験・作文試験）
　　　　　　　　　　　　第2次試験：10月 15日（木）～10月 22日（木）の指定する日（人物試験・身体検査 )

■問  人事院東北事務局　� 022-221-2022　仙台国税局人事第二課　� 022-263-1111

平成21年度  国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験（高校卒業程度）



お知らせ版 ●5第 628号

　行政相談委員として、2人の方が 4月

1日付けで総務大臣から委嘱されました。

行政相談委員は、国・特殊法人などの仕

事についての意見や苦情・要望を受け付

け、皆さんと役所などとの間に立ってそ

の解決・改善の手助けを行います。相談

は無料で秘密は守りますので、お気軽に

ご相談ください。

�相談日／　
　毎月第 4水曜日　役場第 2会議室

　毎月第 4金曜日　槻木事務所

�相談委員／
　飯渕紀子さん（船岡西 1丁目）

　星マサ子さん（槻木東 2丁目）

■問  町民環境課　� 55-2113

　地域の個性および資源を生かし、創意と工夫を凝らした魅力ある地域づくりへの取

り組みを支援します。

�補助対象事業／①地域資源を活用した地域活性化のための事業　②暮らしやすい生
　活環境整備のための事業　③個性豊かで魅力あふれる地域づくりのための事業

　＜補助対象とならない事業＞

○施設整備などのハード事業　○国や県、他の団体の補助対象事業　○柴田町の他

の補助対象事業　○視察、研修、大会などへの参加を主たる目的とした事業　○継

続的に実施している事業　○地域で行う祭や運動会などで、すでに自主的・自立的

に実施されている一般的なイベント　○以前に柴田町ふるさと基金事業の対象と

なった事業　○既に柴田町地域づくり事業補助金の交付を受けた事業など

�対象／町内に住所を有する個人、団体および町内の事業所などに勤務する方々
�補助額／補助対象経費の1／ 2以内の額で、20万円が上限となります。
※補助額は、選考事業数などにより調整される場合があります。

�申請方法／補助金交付申請書をまちづくり推進課あて提出ください。申請書などは、
　まちづくり推進課で配布します。また、ホームページからもダウンロードできます。

　詳細については、下記までお問い合わせください。

�申請期限／6月 12日（金）
�選考・決定方法／提出された補助金交付申請書に基づき、申請者とヒアリングを行
　い選考します。ヒアリング日時などは、追ってご連絡します。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278　� 55-4172

仙南地域職業訓練センター　料理教室参加者募集
　この期間中は、下記の日程で相談所を

開きますので、お気軽にご利用ください。

�日時・場所／
　○ 5月 22日（金）10：00～ 15：00
　　槻木事務所会議室

　○ 5月 27日（水）10：00～ 15：00
　　役場第 2会議室

■問  町民環境課　� 55-2113

�申込方法／電話またはFAX（氏名・連絡先・希望講座を記入）でお申し込みください。
�申込期限／6月 16日（火）　※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

　エコ・リサイクルに共感する節約志向

のあなた、手頃な品物が多数出店されま

す。ぜひご来場ください。

�日時／ 5月 23日（土）、24日（日）
　10：00～ 14：00

�場所／ユーワ精巧柴田工場内（西船迫）

�募集／ 20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。

■申 ■問  ユーワ精巧株式会社
　� 55-4711

　国民年金や厚生年金に加入すると年金手帳が交付されます。年金手帳に記載されて

いる「基礎年金番号」は、個人情報である年金の加入記録などを管理するものであり、

一生涯変わらず使用される番号です。就職、結婚、退職といった人生の節目での年金

の届出や年金に関するお問い合わせ、老後に年金を請求する際などに「年金手帳」は

必要になります。就職して会社に年金手帳の提出を求められたが見つからないといっ

たことのないように、免許証やパスポートと同様に大切に保管しましょう。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

講座内容日時・受講料講　座　名

プロと一緒に、家庭でもおいしく簡単
に作れる本格中華料理に挑戦しません
か。
【メニュー】前菜、点心、主菜、デザー
トの 4品を作ります

6月 25日（木）
7月 23日（木）
8月 27日（木）
10：00～ 13：00
6,300 円

家庭でできる
簡単中華料理教室

募集人数：16人

手作りスイーツを作ってみませんか。
毎回 2種類のお菓子作りに挑戦します。

6月 29日（月）
7月 27日（月）
8月 31日（月）
10：00～ 13：00
4,800 円

スイーツ教室

募集人数：16人

行政相談委員に

飯渕紀子さん・星マサ子さん

室内フリーマーケット出店募集



お知らせ版●6 第 628号

�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 15日（金）～ 5月 21日（木）※日・月曜日は受け付けできません。
※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（船岡公民館内）　� 55-2030

　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／ 6月5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。ひとりで
悩みを抱え込まずにお気軽にご相談く
ださい。（要予約）

�日時／ 6月 12日（金）・26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

　白石川に架かる柴田大橋の耐震補強工事を5月から行います。遊歩道の交通規制は

平成21年 5月上旬から平成22年 3月下旬までを予定しています。歩行者の安全確

保のための通行規制となりますので、利用される皆さまには大変ご迷惑をお掛けしま

すが、ご理解と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

�日時／ 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

　6月定例会は「鍋料理」です。季節は

ずれの鍋料理とお思いでしょうが、真夏

の体力消耗に備えての健康薬膳料理です。

�日時／ 6月 12日（金）18：00～
　（定例会は毎月第 2金曜日 18：00～）

�場所／白石中央公民館
�会費／会員 1,500 円、一般 2,000 円
�持ち物／筆記用具、エプロン、タオル
　（会員は会員証、ユニフォーム）

■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

入間田テニスコート

初心者硬式テニス教室開催

　今年の歯の大会は、川崎町で開催さ

れます。歯や口の健康に関して理解や

関心を深めていただくために、さまざ

まなコーナーを準備しています。

�日時／6月13日（土）13：00～16：00
�場所／川崎町健康福祉センター
�内容／◆講演会「全身疾患と歯周疾
患について」講師：東北大学歯学部

教授　小関健由氏　◆無料フッ素塗

布（14：00～ 16:00）　◆各種コー

　ナーなど

�主催／柴田郡歯科医師会、仙南地域
　医療対策委員会柴田支部委員会

　

　年齢は問いません。事前の申し込みも

不要です。当日参加いただき、親子で

フッ素塗布してみてはいかがでしょうか。

■問  健康福祉課　� 55-2160

無料フッ素塗布
実施します

有害鳥獣捕獲のお知らせ
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「長期使用製品安全点検制度」が
スタートしました 　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

　製品が古くなると部品などが劣化（経年劣化）し、火災や死亡事故を起こす恐れが

あります。

　本制度は、消費者の保守点検活動をメーカーや販売事業者がサポートしてくれるも

ので、平成21年 4月 1日からスタートしました。対象製品を購入する時は販売事業

者の説明を聞き、メーカーなどへ所有者登録をしてください。また、適切な時期に

メーカーなどから点検通知が届きますので、安全のため点検（有料）を受けましょう。

�対象製品（特定保守製品）／

　○屋内式ガス瞬間湯沸器　○屋内式ガスふろがま　○石油給湯機　○石油ふろがま

　○ＦＦ式石油温風暖房機　○ビルトイン式電気食器洗機　○浴室用電気乾燥機

■問  東北経済産業局製品安全室　� 022-221-4918

　宮城県保険医協会は、県内の開業保険

医を中心とする医師・歯科医師約 1,700

人で構成する団体で、県民の健康増進と

医療の充実を目指して活動しています。

　協会は、町内会、婦人会、老人クラブ

など各団体、各種サークルの皆さんが開

催する健康教室など健康に関する催しも

のに講師や相談医を紹介します。各団

体・サークルなどで健康教室など健康に

関する催しものがありましたら、協会ま

でご相談ください。

■問  宮城県保険医協会事務局
　� 022-265-1667

　平成22年 3月新規高等学校卒業予定者を募集する求人受付が6月 20日（20日は

土曜で安定所閉庁日のため22日）から開始となります。

　百年に一度といわれる不況の影響により、採用に慎重な企業がみられるなど高校生

を取り巻く就職環境は一段と厳しさを増していますが、このようなときこそ、企業が

長期的な企業活動を続けるために必要としている優秀な人材を採用できるまたとない

チャンスです。高校生が1人でも多く就職できるよう、採用枠の拡大と早期の求人票

提出についてご配慮いただきますようお願いします。

■問  ハローワーク大河原（公共職業安定所）求人・専門援助部門　� 53-1042

　入場無料です。ぜひお越しください。

�日時／ 5月 24日（日）9：30～
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／民謡、日本舞踊、よさこいなど
�主催／日本民謡兆水会謡水教室

■問  佐藤　

　6月 1日～ 10日までは「電波利用環境保護周知啓発強化期間」です。目に見えな

くても、不法電波は私たちの暮らしや社会の迷惑です。「不法無線局」を無くし、正し

く電波を使いましょう。

■問  総務省東北総合通信局　� 022-221-0641

�日時／ 5月 22日（金）～ 24日（日）
　9：00～ 17：00（24日は 15：00まで）

�場所／船岡駅コミュニティプラザ
※会員募集中です。

■問  柴田町野草愛好会（庄子）
　

　生涯学習やボランティアなどに興味・関心がある方。または、地域での元気高齢者

対策を実践する方の養成を目的に開催します。多彩なメニューを受講しながら、仲間

との交流・親睦を図る充実した時間を過ごしませんか。

�開催日／7月～ 12月までの月 1回（全 6回）

�場所／仙南塾（岩沼市中央公民館）

�対象／県内在住のおおむね50歳以上の方

�募集人数／40人（申込多数の場合は抽選とします）

�参加費／9,000円（全 6回分）　※体験講座での材料費などは別途

�申込方法／はがきに、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を記入し、ご郵送く

　ださい。

�申込期限／5月 20日（水）　※当日消印有効

■申 ■問  宮城県社会福祉協議会　� 022-223-1171
　〒 980-0011　仙台市青葉区上杉1-2-3　宮城県自治会館3階

平成21年度「元気が出る・実用シニア塾」受講生募集

ふれあい教室生募集
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主な行事日学　校

体力テスト2～4船岡小学校
� 55-1064

ＰＴＡレク大会7

フリー参観11

避難訓練12

特別支援学級宿泊
学習

23～24

開校記念日1槻木小学校
� 56-1029

フリー学習参観10

避難誘導訓練11

芸術鑑賞会15

通学路安全指導1柴田小学校
� 56-1430

家庭訪問2～5

避難訓練5

歯科検診18

体力テスト19

内科検診（4年）3船迫小学校
� 55-5394

歯科検診（4年 6年）8

家庭訪問8～15

内科検診（5年）17

特別支援学級宿泊
学習

23～24

演劇鑑賞会29

家庭訪問1～4西住小学校
� 53-3227

避難訓練12

体力テスト18

特別支援学級宿泊
学習

23～24

家庭訪問1～5東船岡小学校
� 55-1811

避難訓練12

登山合宿（5年）18～19

特別支援学級宿泊
学習

23～24

期末試験29～30船岡中学校
� 55-1162

避難訓練30

避難訓練12槻木中学校
� 56-1331

期末試験25～26

フリー参観週間1～5船迫中学校
� 54-1225

避難訓練12

総合的な学習の時
間

23～24

学習支援の日25～26

期末試験29～30

郡中体連総合大会13～14中学校共通

振替休業日15～16

郡中体連水泳大会22

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

異文化体験講座
韓国の家庭料理を作りませんか

　チヂミ・トッポッキ・ワカメスープを

作って韓国食文化を体験しましょう。

�日時／ 6月 19日（金）9：30～ 13：00

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／成人

�募集人数／ 12人（先着順）

�参加費／ 800円

�持ち物／エプロン

�申込期限／ 6月 6日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　ノルディックウォーキング（ＮＷ）は、介護予防として誰にでも気軽に取り組める、

2本のポールを持って行う運動です。今回は約5�のコースを歩きます。

�日時／ 5月 30日（土）9：30～ 12：00　※雨天時は6月 6日（土）に延期
�場所／槻木生涯学習センター　　�対象／おおむね65歳以上で町内在住の方
�募集人数／40人程度（ただし、ポールの貸し出しでの定員は30人まで先着順）
�参加費／無料　　�申込期限／5月 22日（金）
※詳細は、開催要領をご覧ください。なお、要領と申込書は健康福祉課、槻木事務所および各生涯学
　習センターにあります。
※また、これ以外に10人以上集まれば、出前の体験講座も行っています。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）　� 55-2159　� 58-2761

�募集人員／ 4歳児 1人
�入園資格／町内居住の平成 16年 4月
　2日～平成 17年 4月 1日までに生ま

　れたお子さん

�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・受付期間／随時受付（土・日・
　休日を除く）

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　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人以上で団

　体割引有）

「桜の中の美術祭」
引地東治絵画展

ノルディックウォーキングでちょっと長い距離を歩く
【槻木コース】

柴田町立第一幼稚園

平成21年度入園児追加募集

児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当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児童手当制度を
ご存じですか

　児童手当は、家庭における生活の安定、

児童の健全育成・資質向上に役立てるこ

とを目的として、小学 6年生までの児童

を養育している方（所得制限あり）に支

給されます。転入・転出・出生した際は、

子ども家庭課で手続きが必要です。また、

公務員の方は職場で手続きを行ってくだ

さい。

＜支給月額＞

� 3 歳の誕生月分まで　

� 3 歳～小学 6年生（年度末まで）

　○第 1子・第 2子 　　

　○第 3子以降　　 　　

＜支給時期＞

　2月・6月・10月に前月分までが支給

されます。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　一律 10,000 円

 5,000 円

　　10,000 円
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