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平成21年7月15日

　粘土でオリジナルの皿・ペン立てを

作ってみませんか。

�日時／ 8月 1日（土）9:30 ～ 12:00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／小学生またはその親子
�募集人数／ 5組（先着順）
�参加費／ 500 円
�持ち物／エプロン・タオル
�申込期限／ 7月 29日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　170インチの大型スクリーンと迫力

ある音響で映画館のような雰囲気をみん

なで楽しもう。

�日時／ 7月 29日（水）
　午前の部 10：00～、午後の部 13：30～

�場所／船迫生涯学習センター
�上映作品／午前の部：「水の事故と安全」、
　アニメ「メジャー」、午後の部：「水の事

　故と安全」、アニメ「崖の上のポニョ」

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者同
　伴でお願いします）

�参加費／無料

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　最近人気のある“スイーツデコ”です。

お菓子のようなタイルを使って鏡をきれ

いに装飾します。

�日時／8月11日（火）13：00～15：00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／小学生（低学年児童は親子で参加）

�募集人数／ 15人（先着順）

�参加費／ 800円

�申込期限／ 7月 31日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

ウイークエンド遊ゆう塾

夏休み工作教室
「皿・ペン立てづくり」

夏休みこども工作教室
お菓子のようなタイルで
鏡をデコレーション

　「結婚祝」「○○記念日」「誕生日」など、あなたの記念とされるものなら何
でも結構です。打ち上げ前にアナウンスで紹介します。申込期限は7月24日
（金）まで。

■問  ザ・フェスティバルinしばた実行委員会事務局（柴田町商工会）�54-2207

一口5,000円で募集します

あなたの記念の花火を夜空に上げてみませんか
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　能舞台で「能」（謡）と「お琴」の演奏

と伝統楽器による楽しい音楽を、わかり

やすい解説で聴きながらのコンサートを

開催します。興味がある方、邦楽をな

さっている方など、ぜひお越しください。

�日時／ 8月 2日（日）14：00開演
�場所／白石市古典芸能伝承の館「碧水園」
�演奏曲目／六段の調べ、紅梅、熊野（ゆ

　や）、ひぐらしなど

�入場料／ 1,500 円
�主催／邦楽ＴＴ支援ボランティア

■申 ■問  邦楽ＴＴ支援ボランティア
（若松）　

　町では、下水道処理区域の皆さんに一日も早く水洗化していただくため、無利子で

借り入れられる「融資あっせん」制度の見直しを下記のとおり行いましたので、お気

軽にご活用ください。

　太陽の村の畑で育んだじゃがいもの収

穫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／7月20日（月）10：00～12：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／参加者に配るビニール袋1袋に
　じゃがいも取り放題。当日は、汚れて

　もよい服装で参加してください。

�募集人数／ 20人
�参加費／ 200円　※中学生以下無料
�持ち物／長くつ、軍手
�申込期限／ 7月 19日（日）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　財団法人日本遺族会は、戦没者遺児に

よる慰霊友好親善事業の参加者を募集し

ています。この事業は、厚生労働省から

委託・補助を受け実施しており、先の大

戦で父などを亡くした戦没者の遺児を対

象として、父などの戦没した旧戦域を訪

れ慰霊追悼を行うとともに、同地域の住

民と友好親善を図ることを目的としてい

ます。

�実施予定地域／
①マリアナ諸島②中国③東部ニューギ

ニア④ボルネオ・マレー島⑤トラック

諸島⑥パラオ諸島⑦ソロモン諸島⑧

フィリピン⑨ミャンマー⑩沖縄⑪台

湾・バシー海峡⑫マーシャル諸島⑬ギ

ルバート諸島

　費用は、賛助金として一律10万円（沖

縄は 5万円）です。日程などの詳細につ

いては、お問い合わせください。

■問  財団法人日本遺族会事業課
　� 03-3261-5521

太陽の村グリーン・ツーリズム

じゃがいも収穫会

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業の
参加者を募集します

　平成 22年度から新たに固定資産

税・都市計画税の対象となる建物（平

成 21年 1月 2日以降に新築、または

増築されたもの）の調査を実施してい

ます。調査員が伺いますので、ご協力

をお願いします。また、ご希望の調査

日がありましたら税務課までご連絡く

ださい。

新築・増築

家屋調査にご協力ください

　建物（物置を含む）の全部、または

一部を取り壊した場合には、建物滅失

届を提出してください。後日、現地調

査により建物の滅失を確認します。取

り壊した建物につきましては翌年から

課税台帳より削除されます。届出用紙

は税務課・槻木事務所にあります。

■問  税務課　� 55-2116

建物を取り壊した場合は
ご連絡を

■問  上下水道課　� 55-2118・55-2119

改　　正　　前改　　正　　後項　目

一戸につき50万円以内とする。

賃貸住宅の所有者は、一戸につ

き50万円の範囲内で300万円

までとする。

一戸につき80万円以内とする。

賃貸住宅の所有者は、一戸につ

き 80万円の範囲内で 480万

円までとする。

融資あっせん
限度額

貸し付けた月の翌月から 3年

以内（36月以内）で毎月均等

償還とする。（年 4期分割支払

い）

貸し付けた月の翌月から 5年

以内（60月以内）で毎月均等

償還とする。（年 4期分割支払

い）

返済期間

連帯保証人は1人とし、町内に

居住する町民税所得割納税者

とする。

連帯保証人は1人とし、町内に

居住する町民税所得割納税者

で、滞納をしていない者。ただ

し、町内に連帯保証人となる者

がいない場合には、県内に居住

し、かつ、市町村民税所得割納

税に係る滞納をしていない者

を連帯保証人とすることがで

きる。

連帯保証人

水洗化工事を指定工事店に依頼するときに申し込んでください。

（申請書は、指定工事店に備えてあります。）
申し込み

・七十七銀行船岡支店、槻木支店　

・仙台銀行船岡支店

・仙南信用金庫船岡支店、船迫支店　

・みやぎ仙南農業協同組合本店、槻木支店

取扱金融機関
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　個人、グループ、町内会、企業など、

皆さんの出店参加料が社会福祉協議会に

貢献します。

�日時／ 8月 1日（土）10：00～ 16：00
�場所／仙台大学多目的グランド（船岡
　自衛隊正門側）

�参加料／1ブース（4ｍ×2ｍ基準）個
　人、グループ、町内会、学生 2,000 円
※詳しくは、お問い合わせください。

�申込方法／往復はがきに、代表者の住
　所、氏名、電話番号、主要出店商品名

　（車両出店の有無）、火気の使用、その

　ほか質問事項を記入。細部は返信用は

　がきで連絡します。

�申込期限／ 7月 24日（金）

■申  〒 989-1602　柴田町船岡土手内3
　丁目「せんなんの市」係
■問  吉村　

　「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会」の実現に向けて、住民の自主的参

加・協力により地域のさまざまな今日的福祉ニーズに対応して、問題や課題を先取り

していくような先駆的な福祉活動を支援するとともに、地域住民の自発的な募金活動

の拡大を目的とする。

配分内容（21年度募金による22年度事業への配分）
【住みよい地域づくり支援事業】
○住民団体・ＮＰＯ・ボランティア団体活動支援事業

対象事業：上記団体等の福祉および福祉関連の保健・医療・教育・まちづくりなど

　　　　　の活動に要する経費

○町内会活動支援事業

対象事業：町内会の取り組む安心・安全なまちづくり支援事業

　　　　　（例：防災訓練実施経費、防災用資機材の整備）

　助成額に関しては、住民団体・ＮＰＯ・ボランティア団体活動支援事業は1事業に

つき 40万円を上限とする。町内会活動支援事業は1町内会 1事業につき 25万円を

上限とする。

【赤い羽根チャイルド大使育成事業】
○小中学校児童生徒を対象とする子供育成会・ＰＴＡ・ＮＰＯ・ボランティア団体等

　支援事業

　対象事業：社会奉仕体験活動としての講座や実践活動・赤い羽根チャイルド大使

芸術祭・地域に根ざす伝統文化の継承活動

　助成額に関しては、1団体につき 30万円を上限とする。2カ年継続原則。

�募集期間／柴田町共同募金委員会（柴田町社会福祉協議会）に8月 17日（月）まで
　提出
※申請用紙は、宮城県共同募金会のホームページからダウンロードできます。
　http://www.akaihane-miyagi.or.jp/

■問  柴田町共同募金委員会（柴田町社会福祉協議会）� 58-1771

　9月から 11月までの 3カ月間にわた

り、平成 21年全国消費実態調査が実施

されます。

　この調査は、近年の我が国の経済・社

会が人口の高齢化、サービス産業の増大、

高度情報化等により多様化している中で、

国民生活の実態を家計面（所得、消費、

資産）から明らかにするために行うもの

です。調査の結果は、経済・社会施策の

基礎資料として、また、消費・経済分析

の貴重なデータとして広く利用されます。

調査の内容は、主に家計簿を記入してい

ただくことです。

　調査員が皆さんのお宅に伺いましたら、

調査の趣旨をご理解いただき、ご記入を

お願いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

“子どもが日常生活において気をつける

こと”を題材にした視聴覚教材を大型ス

クリーンで上映します。ぜひ親子でお越

しいただき、お子さまの学習にお役立て

ください。

�日時／ 7月 29日（水）
　　　　1回目　10：00～ 12：00

　　　　2回目　13：00～ 15：00
※時間内の出入りは自由にできます。

�場所／槻木生涯学習センター
�対象／就学前、小学校低学年の児童と
　親（先着 300人  入場無料）

�上映内容／水の事故と安全、しまじろ
　うの交通安全、ゆうかいいたずらされ

　ないために　ほか

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　町の特産品である菊を、お盆の時期に

合わせ予約販売いたします。

�予約期間／7月16日～8月1日の火、
　木、土曜日 9：00～ 13：00（ふ・う・ど

　営業日）

�販売日／ 8月 11日（火）13日（木）15
　日（土）9：00～ 13：00（ご希望日をお

　選びください）

�販売場所／農産物直売所（ＪＡみやぎ
　仙南本店構内）

�価格／大菊、混合（大菊と小菊の混合）
　各 1,000 円　小菊 500円

■予 ■問  産直会ふ ･う ･ど　
　営業日火、木、土曜日9：00～13：00
　� 080-1830-1658

　子宮がん検診が 7月 31日（金）まで実

施されます。受診票が届いている方はお

早めに受診してください。

　健康保険証が変わったことにより自己

負担料が変更になる場合は、あらかじめ

健康福祉課にて手続きをお願いします。

�対象／町内に住所を有する20歳以上の
　女性（年齢は平成22年3月31日現在）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

宮城県共同募金会

平成21年度募金による平成22年度配分申請のご案内

チャリティーバザー

せんなんの市
平成21年

全国消費実態調査に
ご協力を
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警察官 B（大卒以外）募集

「新型インフルエンザの薬
あります」と突然の電話

　午後 9時ごろ、若い男性の声で、自分

を名指しして新型インフルエンザの薬の

購入を勧める電話があった。「インター

ネットで人気の、豚インフルエンザの薬

を販売しています。100錠で 8,000 円

です」などと言われたが、そんな薬はな

いと思ったので断った。

ひとこと助言
○インフルエンザの治療薬は、医師の処

方に基づき服用すべきものです。悪質業

者の言葉を信じてその商品を服用するこ

とは危険が伴います。また、もし新型イ

ンフルエンザに感染していた場合、早期

に適切な治療を受ける機会を失い、重篤

になる危険性があります。

○新型インフルエンザへの不安に便乗し

て、「予防する」「治る」などとうたって、

効能や効果が確認されていない健康食品

や治療器具、衛生用品などを販売する商

法が出てくるおそれがあります。

○商品購入などのトラブルにあったら消

費生活相談窓口にご相談ください。
※（独）国民生活センター「見守り新鮮情報」より

■問  町民環境課　� 55-2113

　商品券の使用期限は8月31日（月）まで
となっております。お早めに取扱店にて
ご使用ください。使用期限を過ぎると使
用できなくなりますのでご注意ください。

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　社会保険庁のホ

ームページには、

いつでも年金加入

記録を確認できる

サービスがありま

す。（年金個人情

報提供サービス）このサービスをご利用

いただくためには、あらかじめユーザー

ＩＤ・パスワードの申込が必要です。

（http://www.sia.go.jp/）

○確認できる年金加入記録

�これまでの公的年金制度の加入履歴

（加入制度、事業所名称、資格取得・喪

　失年月日、加入月数等）

�国民年金保険料の納付状況

�厚生年金の標準報酬月数、標準賞与額 

�船員保険の標準報酬月額・標準賞与額

　など
※平成21年3月16日のお申し込みから、老齢
　基礎年金及び老齢基礎年金の受給者（年金証
　書のコードが1150）の方にもご利用いただけ
　るようになりました。なお、昭和61年 4月 1
　日前に年金受給権が発生した老齢年金（年金
　証書のコードがゼロから始まるもの）は引き
　続きご利用いただけません。
※現在共済組合等に加入している方はご利用い
　ただけません。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

�採用予定人員／男性 55人程度、女性

　10人程度

�受験資格／昭和51年 4月 2日から平

　成4年4月1日までに生まれた大卒以

　外の方

�申込受付期間／7月 31日（金）～8月

　28（金）

�第1次試験日／ 9月 20日（日）
※警察官採用試験は、受験資格年齢の上限が現
　行の 29歳から 33歳（平成 22年 4月 1日現
　在）に 4歳引き上げられました。
※警察官Ａ（大卒・卒業見込）の申し込み受け
　付けは、6月 19日で終了しました。

■問  大河原警察署　� 53-2211
　採用フリーダイヤル（宮城県警察本部

　警務部警務課採用係）� 0120-204-

　606

　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ています。

小さい頃にすでに麻しん風しんの予防接

種を受けている方も対象です。これは一

生のうちに2回予防接種を受けることで、

麻しん風しんの発生予防とまん延防止に

つなげるものです。実施期間は平成 22

年 3月 31日までの1年間となりますが、

忘れず早めに予防接種を受けましょう。

　3期・4期の対象者で、3月末以降に

転入された方は下記までご連絡ください。

　なお、1歳のお子さん（1期）と小学

校に入る 1年前のお子さん（2期）も早

めに麻しん風しん予防接種を受けましょ

う。

■問  健康福祉課　� 55-2160

インターネットで
年金加入記録が
確認いただけます�日時／ 1月 10日（日）10:00 ～

�場所／柴田町民体育館
　町内にお住まいの新成人の皆さまへ
の式典案内状は、行政区長を通じてお
届けします。なお、町内に住所のない方
で、柴田町の成人式に出席したい方は、
11月27日（金）までにご連絡ください。

　
　柴田町では、平成 22年成人式を思
い出に残る式典になるよう一緒に作り
上げ、盛り上げてもらえる新成人の方
を募集しています。一生に一度しかな
い人生の門出づくりに参加してみませ
んか。やる気のある新成人の方、新成
人でなくても有志として成人式の企
画・運営に携わっていただける方、是
非ご応募ください。
　実行委員会は 9～ 12月の平日午後
7時半頃から数回開催する予定です。
希望者は、8月 28日（金）までにご連
絡ください。
�募集人数／ 10人程度

　
　成人式の式典で「抱負」「将来の夢」
など“新成人としての想い”を、新成
人を代表して発表してくださる方を募
集しています。あなたの「想い」を聴
かせてください。
�募集人数／ 2人
�応募方法／新成人としての「抱負」「夢」
　などを1,000字以内にまとめて提出（住
　所、氏名、生年月日、電話番号を明記）。郵
　送、ＦＡＸ、Ｅメール、持参いずれも可。
�応募締切／ 11月 6日（金）
�選考方法／提出された作文をもとに
　選考します。選考結果は通知をもっ
　てお知らせします。

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135
　E-mail:social-edu@town.shibata.miyagi.jp

成人式実行委員募集

発表者募集～新成人の抱負～
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絵手紙を書いてみませんか
レディース潤い教室

にこにこマンマ離乳食

　職場の健康保険に加入したときは国保

喪失の手続きが必要です。国保の被保険

者証が手元にあるためそれを使って医療

をうけた場合には、国保が負担した医療

費をあとで返還いただくことになります

のでご注意ください。また喪失の届出をし

ていないと、国保加入者とみなされている

ため、国民健康保険税が課税されたままと

なりますので必ず手続きしてください。

�必要なもの／国民健康保険被保険者証、
　新しく加入された健康保険証

■問  町民環境課　� 55-2114

　最近、私有地などの雑草について多くの苦情が寄せられています。雑草を放置して

おくと景観を損ねるだけでなく、害虫などの発生源や通行の妨げになることもありま

す。適切な除草を行い、環境美化に心掛け周囲に迷惑を掛けないようにしましょう。

なお、除草した雑草はよく乾燥させて燃えるごみへ出してください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　書いて楽しく、もらってうれしい「絵

手紙」の書き方を学びます。

�日時／ 8月 20日（木）9：30～ 11：30
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／成人女性
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 1,000 円
�持ち物／筆ペンまたはサインペン（水性）
�申込期限／ 8月 5日（水）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　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／ 8月 4日（火）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／ 7月 28日（火）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

�資格／看護師または准看護師の免許を
　お持ちの方

�年齢／不問
�業務内容／外来看護業務
�就業時間／ 8：30～ 15：15（時間外あり）
�就業日数／週 5日
�賃金／当診療所規定に従う
�面接／連絡の上、随時（履歴書持参）

■問  みやぎ県南中核病院付属村田診療所
　事務課（小山田）� 83-2445

　夏です。さわやかなペンダントを作っ

てみませんか。

�日時／7月22日（水）10：00～12：00
�場所／西住公民館
�対象／町民
�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／材料費 800円
�持ち物／花バサミ、メウチ
�申込期限／ 7月 21日（火）

■申 ■問  籐愛好会　堀米　

　日食を観察できるチャンスです。ぜひ
ご家族でお越しください。
�日時／7月22日（水）10：00～12：30
�場所／柴田町太陽の村
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止しま
　す）
※太陽を見るときは、正しい減光を行ってくだ
　さい。

�協力／柴田町星を見る会

■問   槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　家庭にあるもので、きれいな風車や竹

トンボを作ります。

�日時／ 8月 8日（土）13：00～ 15：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学生（低学年児童は親子で参加）
�募集人数／ 15人（先着順）
�参加費／ 100円
�申込期限／ 7月 31日（金）

■申 ■問   槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　きれいなタイルを使い、レターケース

に装飾をします。

�日時／ 9月 10日（木）9：30～ 11：30
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／成人女性
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 1,000 円
�持ち物／おしぼり
�申込期限／ 8月 5日（水）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　宮城県図書館から 300冊の外国や日

本の絵本、児童文学本などを展示します。

�期間／ 7月 28日（火）～ 8月 8日（土）
　9:00 ～ 17:00（休館日を除く）

�場所／槻木生涯学習センター　

■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

国保資格喪失の手続きを忘れずに タイルクラフトをしてみませんか
レディース潤い教室

みやぎ県南中核病院付属村田診療所

嘱託看護師募集
夏休みこども工作教室

日用品で風車を作ろう

籐手芸講習会

雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草草の適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切適切な処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理処理を行いましょう
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主な行事日学　校

ＰＴＡ奉仕作業22船岡小学校
� 55-1064 夏休み作品展31～9/3

夏休み作品展27～28
槻木小学校
� 56-1029

ＰＴＡ奉仕作業22柴田小学校
� 56-1430 身体計測28

身体計測27～31
船迫小学校
� 55-5394

環境整備作業23西住小学校
� 53-3227 夏休み作品展31～9/4

ＰＴＡ奉仕作業22東船岡小学校
� 55-1811 社会見学（5年）28

ＰＴＡ奉仕作業23船岡中学校
� 55-1162 親子運動会29

振替休業日31

ＰＴＡ奉仕作業29
槻木中学校
� 56-1331

エコ活動8船迫中学校
� 54-1225 ＰＴＡ奉仕作業23

実力テスト27

第 2学期始業式26小中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

「私の一冊」を募集します

■槻木生涯学習センター　� 56-1997　

○重力ピエロ（伊坂幸太郎）○12歳の空

（三船恭太郎）○パラドックス13（東野

圭吾）○運命の人1・2（山崎豊子）○最

強ウィルス（虫明英樹）○僕はやっていな

い！（守大助）○なぜ僕は絶望と闘えたのか（門田隆将）○裁判員のための刑事法入

門（前田雅美）○欲情の作法（渡辺淳一）○田舎で見つけるゆったり農業ぐらし（大

森森介）○にげだしたてじなのたね（田中友佳子）○ぼくはぞうだ（五味太郎）○30

かいだての 30ぴき（安井季子）○星空の話（関口シュン）○星座を見つけよう（Ｈ・

Ａ・レイ）○宇宙（加古里子）○星空ウォッチング（沼澤茂美）○0さい～ 4さいこ

どもずかん英語つき（よしだじゅんこ）○10ぴきのかえるのたなばたまつり（間所

ひさこ）○葉っぱのフレディ（レオバスカリーナ）○100万回生きたねこ（佐野洋子）

○おっと合点承知之助（斉藤孝）○ミッケ！3クリスマス（ジーン・マルゾーロ）○

ミッケ！4ミステリー（ジーン・マルゾーロ）○ミッケ！7たからじま（ジーン・マ

ルゾーロ）○気をつけ、礼。（重松清）○希望ヶ丘の人々（重松清）○子育てハッピー

アドバイス小児科の巻（明石大二）

■農村環境改善センター　� 56-4777

○奇跡のリンゴ（石川拓治）○自然栽培ひとすじに（木村秋則）○ほんとう環境問題

（池田清彦）○あなたが世界を変える日（セヴァンカリス＝スズキ）○ハチドリのひ

としずくいま、私にできること（辻信一）○パパの涙で子は育つ（込山正徳）○病気

にならない生き方（新谷広美）○わたしのいもうと（松谷みよ子）○教室はまちがう

ところだ（蒔田晋治）○たなばたものがたり（舟崎克彦）○ウォーリーをさがせきえ

た名画だいそうさく（マーティン・ハンドフォード）○はじめてのキャンプ（林明子）

○かおかおどんなかお（柳原良平）○おつきさまこんばんは（林明子）○農業のしく

み（有坪民雄）○暮らしの手帖の評判料理（横山泰子）

�内容／この本との出会いによって人生
　や価値観が変わった。この本がとても

　おもしろかった。子どもが気に入って

　何度も読んでいる。子ども（孫）にこの

　本を読んでもらいたい。そんな「あな

　たのおすすめの一冊」を募集します。

　2010年は「国民読書年」。読書離れが

　進んでいると言われている昨今、この

　機会に多くの方に図書室へ足を運んで

　もらいたいと思います。

�応募方法／白い用紙（なんでも結構で
　す）に次の事項を記載して申し込む。

　（メールでも受け付けます「件名：私の

　一冊応募」）①本の題名②作者名③選ん

　だ理由、本の概要、感想など（200字

　程度）④あなたの住所、氏名（匿名可）

　応募いただいた原稿はまとめて冊子に

　する予定です。

�申込期限／ 9月 30日（水）
�協力／図書室ボランティア

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011
　E-mail:scomi@town.shibata.miyagi.jp

　介護者どうし、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／ 8月 5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）　� 55-2159

�日時／ 8月 7日（金）14：30～

�場所／船迫生涯学習センター

�内容／今年で10周年を迎える講談社のおはなしキャラバン隊が、児童書・絵本550

　冊を載せたキャラバンカーで宮城県を2年ぶりに訪問します。おはなし隊によるお

　はなし会（読み聞かせ・紙芝居）や、キャラバンカーの本を自由に選び青空の下で

　読んだり、わくわく・ドキドキした楽しい気持ち

　になる本との出会いの場です。

�対象／子ども（3才～小学校低学年）とその保護

　者30組

�参加費／無料

�協力／絵本読み聞かせ会「おむすびころりん」

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011
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