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　児童手当を受けている方は、毎年6月に

「現況届」の提出が必要です。この届は、引

き続き児童手当が受けられるかどうかの

受給要件を確認するものです。対象受給者

には、6月中旬に個別に通知しますので、

内容を確認して提出してください（公務員

を除く）。この現況届が提出されないと、6

月分以降の児童手当が受けられなくなり

ますので、必ず提出してください。

�提出先／子ども家庭課または槻木事務所
�提出期限／ 6月 30日（火）

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　小学4年生の年齢は、あらゆる物事を短時間で身に付けることができる一生に一度

だけ訪れる時期です。自然の中で、野外炊飯やキャンプファイヤー、ハイキングなど

の共同生活を通じて仲間を思いやる心を育てるとともに、将来、学校や子ども会活動

のリーダーとなる資質を高めます。そんな「ワクワク」「ドキドキ」する自然体験キャ

ンプに参加しましょう。 

�日時／ 7月 19日（日）～ 20日（月）※町のバスで移動します。

�場所／福島県相馬海浜自然の家

�内容／ゲーム・スタンツ、野外炊飯、キャンプファイヤー、ハイキングなど

�対象／町内の小学4年生　　�募集人数／20人※応募者多数の場合抽選

�参加費／2,500円（宿泊費、食事代ほか）　　�申込期間／6月2日（火）～20日（土）
※持ち物・スケジュールなどは後日連絡します。

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　新型インフルエンザの発生が国内においても確認されました。町民の皆さんには、国や県、町、報道機関から出される正確な情

報に基づいて、冷静な対応をお願します。急な発熱や咳などのインフルエンザのような症状があった場合は、まず電話で下記の

「相談窓口」にご相談ください。感染予防対策として、手洗いやうがいの励行および休養を充分に取るようにしましょう。

≪電話相談窓口≫

　

 　感染を予防するには、次の点に心掛けましょう。　

1．咳、くしゃみの際は、ティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。

2．使ったティッシュは、直ちにゴミ箱に捨てましょう。

3．咳やくしゃみをおさえた手、鼻をかんだ手は直ちに洗いましょう。

4．マスク（不織布製）をしましょう。

5．マスクを捨てる際には、紐を持って捨てましょう。

6．帰宅後や不特定多数の者が触るようなものに触れた後の手洗い・うがいを日常的に行いましょう。

7．手洗いは、石鹸を使って15秒以上行いましょう。洗った後は、清潔な布やペーパータオルなどで水を十分に拭き取ってください。 

8．流行地への不要不急な渡航を控えてください。

9．十分に休養を取り、バランスよく栄養を取り、規則的な生活をし、感染しにくい状態を保ちましょう。

■問  健康福祉課　� 55-2160　� 55-4172

夏休み自然体験キャンプ参加者募集 児童手当現況届の
受け付けについて

受  付  時  間電話番号（FAX番号）相　 談　 窓　 口

平日・土日・祝祭日とも24時間０ ２ ２ - ２ １ １ - ２ ６ ７ ５宮城県新型インフルエンザ24時間対応窓口

8：30～ 17：00※平日のみ
０ ２ ２ ４ - ５ ３ - ３ １ ２ １

（ ０ ２ ２ ４ - ５ ２ - ３ ６ ７ ８ ）
発熱相談センター（仙南保健所疾病対策班）
大河原合同庁舎内
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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

6月14日（日） 9:00～16:00
6月28日（日） 9:00～16:00
槻木体育館

6月 7 日（日） 9:00～16:00

6月21日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

6月14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／6月16日（火） 19:00
場所／船岡公民館
   学校体育施設調整会議 
日時／6月18日（木） 19:00
場所／船岡公民館

7
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
6月 2 日（火）山本登起子

生　　活
6月 9 日（火）佐藤由美子
6月16日（火）飯渕　紀子
6月23日（火）近江　宣男
6月30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
6月 3 日（水）渡邊みち子

人　　権 6月10日（火）郡山登美子
6月17日（水）桂川　クメ
6月24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
6月12日（金）大友　勝彦

人　　権
6月26日（金）本多　敬一
6月26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／ 6月 21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 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月
☆☆☆☆☆☆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

　参加者が増えたため、新たなグループ
ができました。初めての参加者を募集し
ます。おしゃべりしながらみんなで外食
しましょう。
�日時／6月11日（木）11：30～13：00
�場所／一休（船迫）
�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／ 6月 9日（火）

■申  佐藤（よ）、山口 

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

　青年期健康診査を申し込まれた方に受診通知書を送付します。町内実施医療機関で

の個別健診となります。予約が必要な場合もありますので、通知書にてご確認くださ

い。期間を過ぎてしまうと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、受診の際は受診通知書と自己負担料、尿容器をお持ちになり、医療機関に

提出してください。受診通知書が5月 28日（木）までに届かなかった場合はご連絡く

ださい。また「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6月 22日（月）までにお申し込みください。

�健診期間／ 6月 1日（月）～ 30日（火）まで
�対象／19～ 39歳の方　※年齢は、平成22年 3月 31日現在です。
�自己負担料／柴田町国民健康保険加入者　800円、左記以外の方　1,700円
�町内実施医療機関

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　太陽の村の料理教室は、技を磨くのに

最適です。家族や自分のためにチャレン

ジしてはいかがでしょうか。初心者の方

も大歓迎です。

�日時／ 6月 13日（土）、27日（土）
　10：00～ 12：00

�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／各 8人（先着順）
�参加費／ 2,000 円
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用の容器
�申込期限／各開催日の前日

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

高齢者のランチを楽しむ会
「ニコニコ  ランチ会」

男の料理教室
うどんつくり

電話番号医療機関名電話番号医療機関名
55-1555仙南クリニック56-1451乾医院
57-1231高沢外科・胃腸科55-1702太田内科
56-1012玉渕医院

56-1441大沼胃腸科外科婦人科
医院 54-1034船岡今野病院

55-4103宮上クリニック54-3755佐藤内科クリニック
54-2316村川医院57-2310しばた協同クリニック
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木造住宅耐震診断
助成事業について

柴田町職員を募集します

�日時／ 6月 13日（土）、27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。

�対象／小学4年生以上
�参加費／600円

�日時／6月24日（水）～10月7日（水）
　の計8回　10：00～ 11：30

�内容／良寛や芭蕉などを鑑賞します。
�募集人数／25人（先着順）
�参費／2,000円
�申込期限／6月 14日（日）

6月のトンボ玉体験会　近い将来、高い確率で宮城県沖を震源
とする大規模地震が起こると予想されて
います。これらに対応し、町では旧耐震
基準で建てられた木造住宅の耐震強度に
ついて、正しく認識していただくため、
戸建て木造住宅の耐震診断助成事業を
行っています。
�内容／県・仙台市が認定した耐震診断
　士を派遣し、住宅の耐震診断と改修計
　画を行います。
�対象／昭和56年5月31日以前に着工
　した木造戸建て住宅
�費用／住宅の延床面積により 8,000
　円以上の自己負担がかかります。
�募集件数／ 20件（先着順）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2120

　労働保険（労災保険と雇用保険）の保険料は年度当初に概算で申告・納付し、翌年
度当初に精算するとともに、新年度の概算保険料の納付を行うことになっています。
申告・納付手続き期間は、6月 1日～ 7月 10日（従前は4月 1日～5月 20日）
です。また、石綿（アスベスト）健康被害救済のための「一般拠出金」は、労働保険
の年度更新に併せて申告・納付となります。

■問  宮城労働局労働保険徴収課　� 022-299-8842

【1次試験】
�日程／平成21年 7月 26日（日）　　　�会場／宮城県自治会館（宮城県庁北側）仙台市青葉区上杉1丁目 2-3
�内容／教養試験、一般性格診断検査
【2次試験】
�日程／平成21年 8月下旬ごろ　　　�会場／柴田町役場　　　�内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断など
【申込用紙の請求】
　総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を明記の上、120円
切手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。
【受付期間】
　平成21年 6月 1日（月）～26日（金）まで（土・日曜日を除く）
【受付時間】
　8：30～ 17：00（総務課にて）郵送の場合は、6月 26日（金）午後5時まで柴田町役場に必着のものに限ります。

■申 ■問  総務課　TEL55-2111　〒989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45　E-mail:general-affairs@town.shibata.miyagi.jp

　国土調査は、現地で地目・土地の境界
調査・測量などを行い、現地と公図、登
記簿が合うようにする調査です。本年度
は、船迫・小成田・成田地区が対象にな
ります。予備調査として、職員などが現
地立入り調査を行いますので、ご了承く
ださい。なお、詳細については、下記の
とおり説明会を実施しますので、ご出席
をお願いします。
�日時／ 6月 24日（水）13：30～
�場所／農村環境改善センター
�対象／船迫字太田・田小路前
　　　　小成田字坂向
　　　　成田字三谷・金光楽

※調査地区が若干変更になる場合があります。

■問  都市建設課　� 55-2120

　母子父子家庭等の方が生活上抱えてい
る問題について、弁護士による特別相談
を無料で実施します。一人で悩まず、お
気軽にご相談ください。（要予約）
�日時／6月17日（水）、8月19日（水）
　13：00～ 14：00

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　母子・障害班　� 53-3132

国土調査（地籍調査）
にご協力を

受　　験　　資　　格職  務  内  容採用予定人員職　　種試験区分

昭和 59年 4月 2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方
または卒業見込の方ならびに大学卒業程度の能力を有すると
認められる方

一般行政事務に従事2人程度行　　政
（大学卒業程度）

上　級

昭和 59年 4月 2日以降に生まれた方で、保育士の資格を有
する方または平成 22年 3月末日までに資格を取得する方

一般的な保育業務に従事1人程度保 育 士
（短期大学卒業程度）

中　級

「古典入門」受講生募集
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　宮城県図書館から国内・海外合わせて

300冊の絵本などがやってきます。親

子でぜひ見に来てください。

�期間／ 6月 12日（金）～ 24日（水）
　9：00～ 17：00（休館日を除く）

�場所／西住公民館

■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520
　 西住公民館　� 52-4101

　「青少年のための柴田町民会議」では、子どもたちがゴミ拾いなどの体験から、みん

なで力を合わせる心や自分たちのまちを愛する心を育てることを目的として事業を予

定しています。本会から若干の支援をしますので、共催事業として実施しませんか。

�対象団体／地域で取り組みを行う子ども会や育成会など（2団体予定）
※申込多数の場合は調整することになりますので、ご了承ください。

�申込期限／6月 30日（火）　　　�主催／青少年のための柴田町民会議

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　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・おすす

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／6月17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）

　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／ 6月 8日（月）15：00～ 16：00
　　　　 6月27日（土）10：30～11：30
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央 2丁目）

■問  庄司、小塩 

�日時／ 6月 7日（日）6：30～
�場所／蔵王後鳥帽子岳
�集合場所／船迫生涯学習センター
※マイクロバスで送迎します。

�参加費／ 2,500 円（保険代を含む）
�申込期限／ 6月 3日（水）

■申 ■問  桜山遊会（星）　

�日時／ 6月 13日（土）14：00～
�場所／えずこホール（平土間）
�入場料／ 300円
※一部チャリティとさせていただきます

■問  水戸　

�日時／ 6月 21日（日）14：00～
�場所／えずこホール　※入場無料です
�演奏曲目／バンボレオ、蕾、崖の上の
　ポニョなど

■問  安部　

　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並松 12-4 号（2K）
　　　　　　②神山前 3-302 号（2K）

　　　　　　③山下 301号（3LDK）

　　　　　　④槻木駅前 901号（4DK）

�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

　書類を添付の上お申し込みください。

�受付期間／ 6月 1日（月）～ 12日（金）
　8：30～ 17：15　※土・日曜日を除く

�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

　7月1日、平成21年経済センサス－基

礎調査が行われます。全国すべての事業

所および企業が調査の対象になります。

　6月から調査員がお伺いしますので、

調査票が届きましたら一緒にお配りした

「調査票の記入のしかた」をご覧の上、

漏れなくご記入ください。調査票に記入

していただいた内容をほかに漏らしたり、

統計法に規定された目的以外に使用する

ことは、法律で固く禁じられていますの

で、安心してありのままをご記入くださ

い。お伺いの際は、必ず「調査員証」を

携行していますので、ご協力をよろしく

お願いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

　名前を貸すということは契約当事者に

なるということです。友人や知人、販売

店などから「サラ金からお金を借りてく

れればアルバイト料を払う。支払いはこ

ちらでするので心配ない」「名前だけ貸し

て」「買ったことにして欲しい」などと頼

まれても名前を貸すことは絶対にやめま

しょう。自分は名前を貸しただけと思っ

ていても、支払い義務が生じます。名前

を貸しただけという言い訳は通用しませ

ん。「絶対に迷惑は掛けない」と言われて

もはっきり断ることが大事です。
※承諾もしていないのに勝手に名前を使われた場合
　は、責任がないことを主張することになります。

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／6月12日（金）11：00～20：00
　　　　6月13日（土）10：00～20：00
　　　　6月14日（日）10：00～16：00
�場所／サンコア 1階イベントホール
�主催／柴田盆遊会
�後援／サンコア㈱・柴田町文化協会

■問  柴田盆遊会　� 54-3829

春の町民登山参加者募集

「親子でのクリーン作戦」事業の共催募集

町営住宅入居者募集 平成21年経済センサス
－－基礎調査にご協力を 絶対ダメ！名義貸し
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　柴田郡内の 4町合同で、悪質商法や高

齢者虐待などから、高齢者の権利を守る

ための講演会を行います。分かりやすく

寸劇を交えた内容となっていますので、

ぜひご参加ください。参加は無料です。

�日時／6月10日（水）13：30～15：30
�場所／えずこホール（大河原町）
�内容／消費者被害・高齢者虐待につい
　ての講話と寸劇

�講師／弁護士（4人）
�対象／どなたでも参加できます

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

　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。

�申込期限／6月 19日（金）　　　�接種期間／6月 30日（火）まで
�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円を公費で助成します）
�持ち物／健康保険証や介護保険証など（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
　などを送付します。その後、実施医療機関に電話など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

�日時／6月21日（日）10：00～12：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／えずこヴァイオリンアカデミー
　コンサート、ワークショップ、かえっ

　こバザール

�対象／小学生までの親子 50組（先着順）
�参加費／無料（ただし、ペットボトル
　キャップ 1個以上持参）

�申込期限／ 6月 19日（金）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会
　� 58-1771

みんなでたのしい
ファミリーコンサート
～ようこそワンダーランドへ～
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（社）さくら青年会議所 公開例会

真のリーダーの条件！

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／ 6月 9日（火）・23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／ 6月 9日（火）・23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

　男女が自立し、個性を発揮し尊重しあ
い、共に助け合うパートナーとして、仕
事に家庭に社会に参画できるまちにして
いきましょう。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　町では、公正で透明な町政を実現するため、平成13年度から情報公開制度を実施
しています。また、平成17年度には個人の権利利益を保護することを目的とした個人
情報保護条例を施行し、町が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止などを請求で
きる個人情報保護制度を実施しています。平成20年度の実施状況は以下のとおりです。

【平成20年度情報公開制度実施状況】

【平成20年度個人情報保護制度実施状況】

　※1件の請求に対して複数の決定をしたものを含む。

■問  総務課　� 55-2111

　6月 1日は人権擁護委員の日です。次のとおり「特設人権相談所」を開設しますの
で、お気軽にご相談ください。相談は無料、秘密は厳守します。

　

■問  大河原人権擁護委員協議会（仙台法務局大河原支局内）　� 52-6053

　土石流、地すべり、がけ崩れなど、土
砂災害はいつどこで発生するか分かりま
せん。普段から避難場所、避難経路など
を話し合っておきましょう。

■問  都市建設課　� 55-2120

　80歳になっても20本の歯を保ち、一
生自分の歯で食べられるように、歯の健
康づくりを心掛けましょう。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　（社）さくら青年会議所では、公開例会
としまして、一般の皆さんにもご参加い
ただけるよう講演会を実施します。ぜひ、
ご参加ください。参加は無料です。
�日時／6月22日（月）18：30～20：30
�場所／大河原駅前オーガ 2階
�講師／大嶋啓介氏（株式会社てっぺん
　代表取締役社長）
�募集人数／ 130人（先着順）

■問  （社）さくら青年会議所（高橋）
　

　図書館開館を熱望している皆さん、既
存の生涯学習施設を活用した図書館とは
どんな図書館となるのか。小さくても本
格的な図書館サービスを受けられる図書
館とは。みんなで一緒に考えてみません
か。楽しい茶話会も予定しています。参
加は無料です。
�日時／ 6月 6日（土）14：00～ 16：15
�場所／船迫生涯学習センター
�講師／椙本哲弥氏（宮城県図書館司書）

■問  島貫　

�日時／8月3日（月）～6日（木）の4日
　間　9：00～ 12：00
�場所／大河原商業高等学校
�内容／ワープロ（Word）の基礎
�対象／ 18歳以上の初心者
�募集人数／ 40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720
　円は別途）
�申込方法／往復はがきに、郵便番号、住
　所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、職業、電
　話番号を記入し、お申し込みください。
�申込期限／ 7月 10日（金）必着

■申 ■問  大河原商業高等学校
　〒989-1201大河原町大谷字西原前
　154-6　� 52-1064

6 月 17 日は

「柴田町男女共同参画都市宣言」
の日  

6 月は土砂災害防止月間

開設場所相談時間開設日

角田駅オークプラザ10：00～ 15：006月 4 日（木）
大河原町中央公民館・白石市中央公民館10：00～ 15：006月 6 日（土）
丸森町町民センター10：00～ 15：006月 10日（水）

不服申立て
件数

処　　理　　内　　容
請求件数

取下げ不存在非公開部分公開公開
－－－－－22

不服申立て
件数

処　　理　　内　　容開示請求
件数 取下げ不存在非開示部分開示開示

1－－－177

みやぎ県民大学学校等開放講座
～やさしいパソコン講座～

平成20年度における

情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
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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
�開会日時／ 6月 5日（金）10：00（予定）
�場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階
�傍聴手続き／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ください。

�日程／ 6月 5日（金）　町政報告など
　8日（月）～ 10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

�日時／ 6月 19日（金）19：00～
�場所／槻木生涯学習センター
�受講料／無料
※講習当日、安全運転者研修修了証をお持ちの
　方は持参ください。

■問  柴田地区交通安全協会槻木支部事務
　局（大川原）　

　英語で遊んで、おいしいピザを作ろう。

�日時／6月27日（土）10：00～12：00
�場所／船迫公民館
�対象／4歳～小学4年生の親子20組
�参加費／ 500円
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
�申込期限／ 6月 15日（月）

■申 ■問  ＮＰＯしばた子育て支援ゆるりん
（水戸）　

　恩師や同窓生と昔話に花を咲かせましょう。

�日時／ 7月 4日（土）17：00～総会
　　　　　　　　　　 18：30～懇親会

�場所／舞鶴会館（白石市役所前）
�会費／ 3,000 円（懇親会費）

■問  白石工業高等学校同窓会事務局（高橋）
　� 0224-25-3240

　堤防除草で発生する刈草を無料で提供します。

�提供期間／ 1回目：5月～ 7月中旬
　　　　　　 2 回目：9月～ 11月

�提供場所／阿武隈川（県内）、名取川
�提供方法／梱包された刈草を現地で提供
※希望者および詳しい情報については、出張所
　までお問い合わせください。

■問  仙台河川国道事務所角田出張所
　� 0224-63-2315
　http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/

　茶道体験を通し、日本の伝統文化に触

れてみませんか。

�日時／ 6月～ 11月の第 2、第 4土曜
　日　10：00～ 11：30

�場所／しばたの郷土館
�対象／幼児～中学生
�募集人数／ 20人
�参加費／ 3,000 円
�申込期限／ 6月 10日（水）

■申 ■問  樋口　

　「企業（人事担当者）と高等学校教諭と

の懇談会」を開催します。百年に一度と

いわれる不況の影響により、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。事業主の皆さまに

おかれましては、御社のPRをはじめ、

どのような人材を求めているのかなど、

求人票では表しきれない詳細事項につい

て情報の交換を行っていただくとともに、

新卒者の採用経験を通じてのご意見や学

校側へのご要望など、直接進路指導担当

教諭と意見交換ができる機会であります

ので、ぜひご参加ください。

�日時／ 7月 6日（月）13：30～ 16：00
※事前申し込みが必要です。

�場所／桜フローラ（大河原町）

■申 ■問  ハローワーク大河原　求人・専門援
　助部門　� 53-1042

一緒に遊ぼう
～保育所のお友達と遊びませんか～
�日時／6月18日（木）9：45～11：00
�場所／槻木保育所
�対象／1歳～就学前のお子さんと保
　護者

�持ち物／各自必要なもの
�申込期限／ 6月 12日（金）

　

　子育て中のおかあさん、お子さんの

ことで心配や悩みはありませんか？子

育て支援センターでは専門の先生を招

き、子育て講座（全 5回）を開催しま

す。子育て力アップのために一緒に学

びましょう。

�日時／6月26日（金）10：00～11：30
�場所／子育て支援センター
�内容／「口の発達と言葉について」
�講師／言語聴覚士　鈴木和子氏
※事前申し込みが必要です。託児もあります。

■申 ■問  子育て支援センター（船迫児童館
内）　� 54-4040

るんるん子育て講座
～みんなで学びましょう♪～

柴田茶道子ども教室
体験参加募集

河川堤防刈草の無料提供

　「ねんきん特別便」の回答手続きに、手

数料をいただくことはありません。また、

回答がないことより、現在受給している

年金が停止されることはありません。

【実際に被害に遭われた方の例です】
　自宅に「ねんきん特別便」と書かれた

茶色い封筒が届いた。基礎年金番号や口

座番号などを記入させて返送を依頼する

内容だったので、封筒を用意し返送した。

数日後「回答をしなければ受給している

年金が停止になる」といったはがきが届

いたので、書かれた電話番号に電話した

ところ、40～ 45歳ぐらいの男性が訪問

してきた。改めて必要事項を記入して渡

したところ、手数料として 23,000 円が

必要と言われ、不審とは思いながらも現

金を渡してしまった。

　このような不審な手紙・電話・訪問者

などがありましたら、その場で対応せず、

まず、お近くの社会保険事務所などへお

問い合わせください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113
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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）

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

12：45～ 13：15小屋先生平成 19年 2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）

16（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
17（水）

12：45～ 13：15小島先生、小田部先生平成 17年 12月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  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）

22（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付24（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）26（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付7/1（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 2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、川口先生平成 19年 12月生まれの方1歳 6か月児健康診査3（金）

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）7（火）

  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 7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）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

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

56-5112槻　木さとう歯科医院51-3741大河原庄司クリニック52-1058大河原日下内科医院21

55-0970船　岡船岡中央歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科55-1702船　岡太田内科28

53-3563大河原村上歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1123大河原安藤医院7/5

52-1563大河原もり歯科クリニック83-2172村　田善積医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック12

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

※ 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。

　献血は身近にできるボランティアです。皆さんのご協力をお願いします。

�日時／ 6月 28日（日）10：00～ 12：00、13：00～ 16：00

�場所／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。
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