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　今年の 10月 1日診療分から乳幼児医

療費助成制度の対象年齢が次のとおり拡

大されます（所得制限により助成が受け

られない場合もあります）。

【現在】
○通院…4歳未満（4歳に到達した月末

　　　　まで）

○入院…小学校就学前（6歳到達後最初

　　　　の 3月末まで）

【改正後】
○通院、入院とも、小学校就学前（6歳
　到達後最初の3月末まで）
　なお、9月は乳幼児医療費助成制度の

更新時期ですが、あらためて更新手続き

の必要はありません。平成 20年中の所

得状況をもとに、登録者全員の所得判定

を行い、所得制限限度額内の方について

は、10月から使用する新しい受給者証

を、また、所得制限限度額を超えている

方については、資格却下通知書を 9月下

旬に郵送します。まだ受給資格登録をさ

れていない方は、随時受け付けを行って

いますので、お問い合わせください。

■問  町民環境課　� 55-2113

　夏は、高温多湿で体力の消耗が激しい

ことに加え、旧盆の帰省や夏休みを利用

した家族旅行など、長距離運転による過

労で死亡事故などの増加が予想されます。

交通事故を防ぐため、運転計画にはゆと

りを持ち、安全運転を心掛けましょう。

○安全速度を必ず守る

○カーブの手前ではスピードを落とす

○交差点では必ず安全を確かめる

○一時停止で横断歩行者の安全を守る

○飲酒運転は絶対しない

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

�日時／ 8月 28日（金）
　　　　10：00～ 11：30

�場所／子育て支援センター
�内容／「子どもの遊びと言語発達の
　関係」について

�講師／言語聴覚士　鈴木和子氏
�対象／子育て中の方
�募集人数／30人
�申込期限／8月 27日（木）
※事前申し込みが必要です。託児もあります。

一緒に遊ぼう
～児童館や保育所のお友達と　　
　　　　　　一緒に遊びませんか～

第2回
るんるん子育て講座
～みんなで学びましょう♪～

�日時／9月3日（木）9：45～11：00
　�場所／西住児童館
　�対象／3歳～就学前のお子さんと
　　保護者

�日時／9月8日（火）9：45～11：00
　�場所／船岡保育所
　�対象／1歳～就学前のお子さんと
　　保護者

�募集人数／各20組
�持ち物／各自必要なもの
�申込期限／8月 28日（金）

■申 ■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）　� 54-4040
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60歳以上の方
　就業・互助会活動を通

じて、生き生き元気に輝

いてみませんか？シルバ

ーは「共働・共助」のも

と、高齢者にふさわしい仕事を引き受

け・提供しています。

女性大歓迎です
【女性の主な就業・互助会活動例】

仕事：除草、屋内清掃、家事援助など

活動：ダンス、民謡、手芸製作など
※詳しくは、お問い合わせください。

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

�日時／ 1月 10日（日）10：00～　　　�場所／柴田町民体育館
　柴田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、ぜひご応募ください。

　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～

クリーニングトラブル
　クリーニングに関する相談では、例年

「紛失」「シミ」「変色」「伸縮」が上位を

占めています。トラブルが発生したとき

は、すぐにお店に連絡しましょう。

　ＳマークやＬＤマークを掲示している
お店では、預かった品物に損傷を与えた

場合、クリーニング事故賠償基準をもと

に対処することになっています。この基

準は業界の自主基準ですが、マークがな

いお店でもこの基準を目安にして問題を

解決してもらうよう求めることができま

す。

次の場合は、賠償されません。
○クリーニング業者が事故原因は他の者

　の過失であることを証明した場合

○客が品物を受け取って6カ月を経過し

　た場合

○クリーニング業者が洗濯物を受け取っ

　てから1年を経過しても客が取りに来

　ない場合

■問  町民環境課　� 55-2113

　下水道管布設工事に伴い、下記のとお
り車両通行止めおよび片側交互通行とな
ります。施工期間中は、全区間を一度に
通行止めにしないで、約20ｍ～30ｍ毎
に区切って順次施工します。なお、工事
期間中は交通誘導員を配置し、また迂回
路看板などを設置して円滑な誘導に努め
ますので皆さまのご理解とご協力をお願
いします。

　

■問  上下水道課　� 55-2118

期　間交通規制

8月中旬～　
　11月 20日車両通行止め

（昼夜間共）

①

8月中旬～　
　10月 30日

②

8月下旬～　
　11月 20日2車線道路　　

　片側交互通行

その他　　　　
　車両通行止め
　（昼夜間共）

③

8月下旬～　
　12月 10日

④

9月上旬～　
　1月 25日

⑤

（社）柴田町シルバー人材センター
会員募集　　　

船岡字大住町・八入地区

船岡新栄4丁目地区

1

2

3

4

5

下水道工事により交通規制となります　　
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ウィークエンド遊ゆう塾

「ペーパースタンドづくり」
　色とりどりのタイルでペーパースタン

ドを作ってみませんか。

�日時／ 9月 5日（土）9：30～ 12：00
�場所／船岡公民館
�募集人数／小学生の親子10組（先着順）
�参加費／ 1,000 円
�持ち物／ピンセット・木工用ボンド・
　エプロン・手拭きタオル

�申込期限／ 9月 1日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　65歳から受け取る老齢基礎年金は、20歳から 60歳までの 40年間（480カ月）

保険料を納付すると満額となり、年額792,100 円（平成 21年度）を受け取ることが

できます。

　現在の基礎年金の制度ができる昭和61年 3月以前のサラリーマン世帯の専業主婦

や、平成3年 3月以前の学生については、国民年金への加入には本人の申し出が必要

でした。国民年金に加入していなかった期間や、または事情により国民年金保険料を

納められなかった期間は、それに応じて年金額も少なくなります。未加入や未納・免

除により老齢基礎年金が満額に満たない場合、申し出により60歳から 65歳未満の

5年間に保険料を納めることで老齢基礎年金を増やすことができる「任意加入制度」

があります。

　国民年金の保険料は、月額14,660 円（平成 21年度）で、前払いにより割引され

る前納制度もあります。任意加入できるのはお申し込みのあった月からで、原則とし

て口座振替を利用していただくことになります。

次のような方は任意加入できません。

○既に老齢基礎年金が満額の方

○既に老齢基礎年金を繰り上げて受給中の方

○厚生年金・共済組合加入中の方

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　思春期や更年期による身体的・精神的

不調、家庭や職場でのストレスなどで悩

んでいる女性の方を対象に、女性医師が

無料で相談に応じます（完全予約制）。

�日時／9月12日（土）14：00～17：00
�場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。

�予約日時／月～金曜日　9：00～17：00
�予約専用電話／ 090-5840-1993
　宮城県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　� 022-211-2623

【責任技術者試験】

�日時／10月28日（水）13：30～16：00

�場所／宮城県仙台合同庁舎

�対象／市町村に技術者として登録予定

　の方

�申込期間／8月25日（火）～9月11日（金）

�申込先／登録予定市町村の下水道担当

　課

【受験講習会】

�日時／10月8日（木）13：00～16：00

�場所／宮城県教育会館

�対象／試験の受験を希望する方

�申込方法／試験の申し込み時に併せて

　お申し込みください。
※試験・受験講習申込書の配布は、8月中旬か
らになります。

　歯や歯ぐきの病気予防、早期発見のため成人歯科健康診査を

実施します。対象者には個別に通知を送付します。8月 31日

までに通知が届かない場合は、ご連絡ください。受診券がない

と受診できません。

�健診期間／ 9月 1日（火）～ 10月 31日（土）

�健診方法／個別歯科健康診査（町内の歯科医院に予約し受診してください）

�健診内容／歯周病・むし歯の有無、入れ歯の適合具合など

�対象／40、50、60、70歳の方  ※年齢は、平成22年 3月 31日現在です。

�自己負担料／1,000円

■問  健康福祉課　� 55-2160

　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／ 9月4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科医・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／ 9月 11日（金）・18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

■問  上下水道課　� 55-2118、（財）宮城県下水道公社　� 022-276-2521

これから国民年金を受けようとしている
60 歳以上 65 歳未満の方へ

平成21年度 宮城県下水道排水設備工事責任技術者試験
および受験講習の開催　　　　　　



お知らせ版●4 第 634号

籐手芸講習会

　俳句や短歌・詩などを筆文字で表現。

日本語の文字の美しさが書とモダンな表

装でよみがえります。

�日時／ 8月 27日（木）～ 30日（日）
　9:00 ～ 16：00（30日は 15:00 まで）

�場所／しばたの郷土館　※入場無料

■問  しばた現代墨書展実行委員会（村上）
　

　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／ 9月 3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（健康福祉課内）　� 55-2159

　夏です。さわやかなペンダントを作っ

てみませんか。

�日時／ 9月 8日（火）10：00～ 12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／町民
�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／ 800円
�持ち物／花バサミ、メウチ
�申込期限／ 9月 7日（月）

■申 ■問  籐愛好会（小室）　

　下名生を会場にした5つ目のグループができました。新規会員を募集します。お

しゃべりしながらみんなで外食しましょう。町内どちらにお住まいの方でもどうぞ。

�日時／ 9月 2日（水）11：30～ 13：00　毎月第 1水曜日　　
�場所／花菜（はな） 下名生字大畑前90　　�対象／65歳以上で現地に集合できる方
�食事代／実費（800円）　　�申込期限／9月 1日（火）

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

　「パッチワークキルト」や布、手仕事が

大好きな7人が何年もかけて制作した心

のこもったキルトをぜひ見に来てくださ

い。小物の即売コーナーもあります。

�日時／ 9月 3日（木）～ 6日（日）
　10：00～ 16：00（入場無料）
※6日（日）は 10：00～ 12：00

�場所／しばたの郷土館

■問  塩野　

　ご家庭での生活家電

品の故障で、お困りで

はありませんか？そん

な方は、お気軽にご相談ください。

�期間／ 8月 17日（月）～ 21日（金）
　9：00～ 16：00

■問  ユーワ精巧株式会社「便利わーくわく」
　倶楽部　� 55-4711

　個々の労働者と事業主との間のトラブル（個別労働関係紛争）が、最近急激に増加

しています。最終的な解決方法としては、裁判制度がありますが、それには多くの時

間と費用が掛かってしまいます。このため、労働問題への高い専門性を有する都道府

県労働局において、無料で個別労働関係紛争の未然防止、迅速な解決を促進すること

を目的として、｢個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 ｣が施行され、次の3

つの制度を実施しています。

○総合労働相談コーナーにおける情報提供と相談

○都道府県労働局長による助言と指導

○紛争調整委員会によるあっせん

制度に関する照会、相談は、下記の連絡先までお願いします。

■問  大河原総合労働相談コーナー（大河原労働基準監督署内）　� 53-2154
　 宮城労働局総合労働相談コーナー（総務部企画室）　� 022-299-8834

大好評！高齢者のランチを楽しむ会
「緑の風ランチ会」

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん（水戸）　

　親子でわらべうたと紙芝居で遊ぼう !

簡単でおいしいおやつも作ります。

�日時／ 9月5日（土）10：00～12：00
�場所／船迫公民館
�対象／ 1歳～未就学児の親子 15組
�参加費／ 500円
�持ち物／おしぼり、上履き
�申込期限／ 8月 28日（金）

　手作りうどんに挑戦！楽しいゲーム

もします。

�日時／9月12日（土）10：00～14：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学1年生～6年生の児童30人
�参加費／ 300円
�持ち物／上履き、エプロン、筆記用具
�申込期限／ 8月 28日（金）

ゆるりん親子ひろばを
開催します

ゆるりんクラブを
開催します

みんなおいで！ゆるりんとあそぼう

労働者、事業主の皆さんの

職場でのトラブルの解決を労働局がお手伝いします
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柴田町図書館準備会
メンバー募集

�日時／ 10月 4日（日）
　　　　 10：00～

�場所／柴田町地域福祉センター

　

�募集区画／ 15区画
※応募多数の場合は抽選とします。ただし、
　町内在住の方を優先します。参加費は無
　料です。

○家庭で不要になった家具、雑貨、家

　電製品、古本、手芸品など

○飲食物や法律で禁じられているもの、

　主催者側で好ましくないと判断した

　ものについては販売できません。

�申込期限／ 8月 31日（月）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会
　� 58-1771

　今年は計量器の定期検査を実施する年です。計量器の定期検査は計量法に基づき2

年に 1回宮城県計量検定所が検査を行なうものです。対象は取引・証明に使用してい

る計量器（はかり）で、商店（宅配便取次所などを含む）・会社・工場・病院（薬局な

どを含む）・学校（教材用は除く）・工務所などで使用しているものや農家が農産物直

売所などで重さを表示した販売に使用しているもの、または行商などに使用している

ものです。定期検査は受検しないと罰せられますので必ず受けましょう。

　検査日は次のとおりです。検査手数料は、当日会場で納入してください。

�日時／ 9月 8日（火）、9日（水）10：30～ 15：00

�場所／8日：柴田町民体育館　9日：柴田町槻木体育館

■問  地域産業振興課　� 55-2123、宮城県計量協会　� 022-246-2466

ミュージックフレンズ ～音楽を体験しよう～

　しばたの郷土館のふるさと文化伝承館

内に図書館を設置するにあたり、準備作

業のお手伝いをしていただく方を募集し

ます。

�活動内容／寄贈図書の整理作業など
�活動期間／9月から図書館開館まで（約
　1年間程度）

�活動回数／週 1～ 2回
�活動時間／9：00～17：00の間の2時
　間程度（午前または午後）

�活動場所／生涯学習施設
※活動回数及び活動時間は、寄贈本の収集状
　況により変わります。

�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。ま

　た、町ホームページからダウンロード

　することもできます。

�応募締切／ 8月 21日（金）
　なお、応募された方は、下記のとおり

実施する説明会に出席願います。

�日時／ 9月 4日（金）14：00～
�場所／保健センター 3階　講習室

■問 ■申  生涯学習課　� 55-2135

　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・場所／ 8月 22日（土）14：00～ 16：30　ヨークベニマル柴田店駐車場

�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。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　全国一斉に同じ条件で星空を観測し、大気環境の移り変わりを見ていく観察会です。

夏は、こと座のベガ付近の星空を観察します。併せて、夏の星座や木星も観望します。

お気軽にご参加ください。　※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止します）

�日時／ 8月 20日（木）、25日（火）19：30～ 20：30　　　�場所／柴田町太陽の村

■問  柴田町星を見る会（健康福祉課内）加藤　� 55-5010

　角田宇宙センターでは、9月の「宇宙の日」の記念行事として特別公開を開催しま

す。入場無料です。ＪＲ船岡駅前から無料シャトルバスを運行します。

�日時／ 9月 6日（日）10：00～ 15：30　　　�場所／角田宇宙センター

�内容／水ロケット体験教室、科学実験教室（高圧環境下模擬実験、真空環境下模擬

　実験）、宇宙クイズ、宇宙食試食コーナー、宇宙開発展示室見学、地元観光物産協会

　の出店など

■問  角田宇宙センター　� 68-3111

　一度は習ったことのあるリコーダー。たった一音からでも遊べます。一緒に体験し

てみませんか。ワークショップ、ミニコンサートの見学は無料です。

�日時／ 9月 6日（日）14：00～ 17：00　　　�場所／槻木生涯学習センター

�募集人数／40人　　　�参加費／500円　　　�申込期限／9月 4日（金）

�持ち物／リコーダー
※楽器をお持ちでない方は用意します。ただし、実費負担として105円が掛かります。

■申 ■問  高島　

特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量量器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器特定計量器の検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検検査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査は必ず受けましょう

フリーマーケット出店募集
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主な行事日学　校

親子行事（5年）8船岡小学校
� 55-1064

縦割り遊び会10

親子行事（1年）15

遠足（4年）16

修学旅行（6年）30～10/1

防犯教室4槻木小学校
� 56-1029

歌のつどい11

校内図工展17～18

祖父母学級18

宿泊学習（5年）29～10/1

夏休み作品展2～3柴田小学校
� 56-1430

水泳記録会3

資源回収活動5

祖父母学級17

交通安全教室18

修学旅行（6年）30～10/1

水泳記録会1～7船迫小学校
� 55-5394

親子行事（3年）10

宿泊学習（5年）17～19

振替休業日（5年）24

校内美術展・
フリー参観

29～10/1

夏休み作品展1～4西住小学校
� 53-3227

水泳記録会3

合宿教室（5年）10～12

振替休業日（5年）14

舞台芸術体験4東船岡小学校
� 55-1811

校外学習（1～ 4年）25

修学旅行（6年）30～10/1

弁論大会10船岡中学校
� 55-1162

合唱コンクール11

修学旅行（3年）9～11槻木中学校
� 56-1331

校外学習（2年）・
職場体験（1年）

9～10

弁論大会17

弁論大会4船迫中学校
� 54-1225

修学旅行（3年）9～11

校外学習（1～ 2年）10～11

駅伝大会2
中学校共通

郡新人大会26

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　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。参加は無料です。

　子どもの頃に優れた本に出会うことは、その後の成長

にとって大きな手助けになり、また、豊かな心を育むた

めの大切な力にもなります。子どもたちが本に触れ合い、

本が好きになるために、何かしてみませんか。子どもた

ちに対する読み聞かせの方法を習得し、実際に読み聞か

せを行い、さまざまな技術、技法も体験します。養成講

座終了後は、ボランティアとして、学校や幼稚園、保育

所などで読み聞かせを行います。参加は無料です。

�日時／① 10月 7日（水）9：45～ 11：30、② 10月 14日（水）10：00～ 11：30
　　　　③ 10月 21日（水）10：00～ 11：30、④ 10月 28日（水）10：00～ 11：45
�場所／船迫生涯学習センターほか　　　�講師／山田仁子氏
�対象／18歳以上の県民　　　�募集人員／30人程度
�申込方法／電話、ＦＡＸ、Ｅメール　　　�申込期限／9月 18日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135　� 55-2132
　E-mail:social-edu@town.shibata.miyagi.jp

�日時／ 9月 12日（土）～ 11月 14日（土）毎週土曜日（計10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／3,600円（保険代、ボール代）
�申込期間／8月 18日（火）～ 29日（土）
※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　� 55-2030

読み聞かせボランティア養成講座受講者募集！

入間田テニスコート  初心者硬式テニス教室開催

�日時／ 8月 19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：「おこづかいを考えよう」、

　　アニメ「ドラえもん　のび太の宇

　　宙開拓史」

　午後の部：「おこづかいを考えよう」、

　　アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」（実写版）

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者
　同伴でお願いします）

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

�日時／ 8月 20日（木）
　10：00～ 12：00

�場所／船岡生涯学習センター
�上映作品／「危険から身を守る」、
　「アルプスの少女ハイジ」

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者
　同伴でお願いします）

■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520
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