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　ポリオの予防接種を行います。電話予約は不要です。指定日が都合の悪い場合は、

下記のいずれかの日に接種してください。

�対象／1回目：平成 20年 12月 1日～平成 21年 6月 30日生まれのお子さん

　　　　 2回目：平成 21年 4月に 1回目を接種したお子さん
※平成14年 4月 26日～平成20年 11月 30日までに生まれたお子さんで接種を延期している
　方も対象になります。

　現在、昭和 17年 3月 1日以前に生ま

れた方で要介護認定を受けていない方の

被保険者証には、有効期限（平成 21年

9月30日）が記載されていますので更新

を行います。対象となる方には、新しい

被保険者証を9月末に送付します。古い

被保険者証は健康福祉課または槻木事務

所へ返却してください。

■問  健康福祉課　� 55-2159

　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／10月7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

　この議員研修会は議員だけでなく、町

民と一緒に勉強したいと考えています。

参加は無料です。

�日時／9月26日（土）13：30～15：30
�場所／保健センター 4階
�講師／東北福祉大学教授　岩淵勝好氏
�主催／柴田町議会

■問  議会事務局　� 55-2136

　仙台市にある（財）みやぎ婦人会館で教

養の向上を目的に研修を受講しませんか。

�日時／11月12日（木）8：30～17：00
　※バスの送迎（槻木生涯学習センター発着）

�場所／（財）みやぎ婦人会館（仙台市青
　葉区）

�内容／（午前）講話、（午後）見学
�募集人数／女性の方 30人（先着順）
�受講料／ 2,500 円
�持ち物／筆記用具
�申込期限／ 10月 15日（木）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　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／9月23日（水）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。

■問  健康福祉課　� 55-2160

�受付時間／12：45～ 13：15　　　�場所／保健センター

�注意事項／◆ＢＣＧ・麻しん風しんなど生ワクチン接種後4週間、三種混合など不

　活化ワクチン接種後1週間以上たっていない方、けいれんを起こして3カ月以上た

　っていない方、下痢をしている方、体調の悪い方は受けられません。

　◆生後5か月までのお子さんはＢＣＧ予防接種を優先してくだ

　さい。

　◆予防接種と子どもの健康の冊子をよくお読みになり、母子健

　康手帳と予診票をお持ちください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

対　　象　　者接種日

平成 20年 7月～ 9月生まれのお子さん10／ 15（木）

平成 20年 10月～ 12月生まれのお子さん10／ 16（金）

平成 21年 1月～ 3月生まれのお子さん10／ 22（木）

平成 21年 4月～ 6月生まれのお子さん10／ 27（火）

7歳 6か月未満で未接種のお子さん10／ 28（水）

介護保険被保険者証の
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みやぎ婦人会館一日研修
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知ってて得するクーリング・オフ制度

　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／ 10月2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／ 10月 9日（金）・21日（水）
　　　　・23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

「私の一冊」を募集します
�内容／10月27日から11月9日は読
　書週間です。図書室を訪れる方も増え

　るこの時期、「あなたの一冊」を見つけ

　てみませんか。そして「おすすめの一

　冊」をぜひお知らせください。読書の

　輪を広げましょう。

�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）。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／ 11月 28日（土）
�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

　★西船迫保育所
○西船迫保育所保護者会さんが、スノコ

　を寄贈。

　★槻木生涯学習センター
○小塩一美さん（西船迫）が、タイピン

　型ワイヤレスマイクを寄贈。

　★企画財政課
○宮城県タクシー協会仙南支部さんが、

　車椅子を寄贈。

　★むつみ学園
○仙南心身障害児者親の会柴田町分会さ

　んが、フィールドライン引、コーナー

　ポストを寄贈。

★健康福祉課
○ケイ企画黒澤健さん（船岡中央）が、

　福祉資金として 20,000 円を寄付。

○社会福祉法人はらから福祉会さんが、

　介護予防普及活動費として16,480円

　を寄付。

　年金を受け取っている方は、こんなと

きに社会保険事務所へ手続きが必要にな

ります。

○住所が変わったとき
　引っ越しなどで住所が変わったときや、

それに伴って支払いを受ける金融機関を

変更するときは「年金受給権者住所・支

払機関変更届」を提出してください。住

居表示が変更になったときも届け出が必

要です。

○年金証書などを失くしたとき
　年金証書や年金改定通知書などを紛失

したときは再発行ができます。

○年金を受けている方が亡くなったとき
　ご遺族の方は速やかに「年金受給者死

亡届」を提出してください。届け出が遅

れ年金を多く受け取りすぎてしまうと、

後日お返しいただくことになりますので、

ご注意ください。なお、年金は亡くなっ

た月分まで支払われますので、生計を同

じくしていた遺族の方は、死亡届と併せ

て「未支給年金請求書」に必要書類を添

えて提出してください。

　年金に関するご相談の際は、年金手帳

や年金証書などをご用意ください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113
　ねんきんダイヤル　0570-05-1165

　「クーリング ･オフ」とは「頭を冷やして良く考えて、契約を離脱する」という意味
で、消費者が訪問販売などで契約をした場合、一定の条件が整っていれば、消費者が
一方的に解除できる制度です。

※通信販売にはクーリング ･オフ制度はありません。返品について確認してから購入しましょう。
※総額が3,000円未満で、全額現金で支払済みの契約はクーリング ･オフできません。
※乗用自動車はクーリング ･オフできません。

※控えとして裏表のコピーを取り、郵便局から簡易書留で出しましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

解除期間契約手法・契約内容契約の種類

8日間
（契約日  
 を含む）

�家庭訪問販売
�キャッチセールス（路上で呼び止める）
�アポイントメントセールス（販売目的を隠して呼び出す）
�催眠商法（無料・安価で商品を配布し、その後高価商品
　の契約）
�展示販売（1～ 2日で移動する展示場での契約）

訪 問 販 売

業者からかかってきた電話での商品やサービスの契約電 話 勧 誘 販 売
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パ
ソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種長期サービス契約

20日間
（契約日  
を含む）

仕事のあっせんを条件にした資格講座や商品の契約内 職 商 法
モ ニ タ ー 商 法

知り合いを組織に参加させ加盟料や商品購入を強要マ ル チ 商 法
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木造住宅耐震診断
助成事業について

　（財）自治総合センターから助成を受けて、第29Ｂ区町内

会が町内会活動備品を購入しました。第29Ｂ区が対象と

なったこの助成は、コミュ二ティ活動に活用されるもので、

宝くじ受託事業収入が財源です。今後、コミュ二ティづくり

や世代間交流など地域の活性化に活用していきます。

■問  企画財政課　� 54-2111

　小中高の各学部による学芸発表や展示

など、さまざまな催しがいっぱいです。

�日時／10月10日（土）9：30～14：25
�場所／宮城県立船岡支援学校
�内容／学芸発表（劇、音楽）や作品展
　示・販売など

■問  宮城県立船岡支援学校　� 54-2213

�日時／10月2日（金）10：00～11：30
�場所／子育て支援センター
�内容／「こどもの心の育ちについて」
�講師／心理判定員　富永恵子氏
�対象／子育て中の方
�募集人数／20人
�申込期限／10月 1日（木）
※事前申し込みが必要です。託児もあります。

移動なかよし広場
～親子で遊びにおいでよ♪楽しいよ～

第3回るんるん子育て講座
～みんなで学びましょう♪～

�日時／ 9月 25日（金）9：45～ 11：00
�場所／船迫公民館
�対象／就学前のお子さんと保護者
�対象学区／船迫小学校区
�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談があ

　ります。

■申 ■問  子育て支援センターるんるん（船迫児童館内）　� 54-4040

在宅介護者リフレッシュ旅行
～気分をリフレッシュしませんか～

�日時／10月3日（土）10：30～16：00
�場所／岩沼市民会館
�内容／作品展示 10：30～ 15：30
　バザー（チャリティー）11：30～ 12：00

　ステージ発表 13：00～ 16：00

�主催／（社福）宮城県社会福祉協議会

■問  実行委員長（新井）

　水泳の基本動作を習得し、水に慣れ親

しみ、水は怖くないことを体験します。

�期間／ 10月 3日～ 12月 26日の毎

　週土曜日　9：30～ 11：30

�場所／宮城県仙南総合プール

�募集人数／一般成人 15人

�受講料／ 6,000 円
※プール使用料は個人負担です。

�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など

�申込期限／ 10月 2日（金）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

�日時／10月23日（金）9：30～15：30
�場所／遠刈田温泉旅館　三治郎
�内容／介護者のリフレッシュ（温泉入
　浴）、介護についての相談など

�対象／在宅で介護されている方や介護
　サービスに関心のある方

�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 2,500 円

■申 ■問  特別養護老人ホーム常盤園（伊藤）
　� 55-1421
　柴田介護支援センター（酒巻）� 58-2668

　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。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理解してい

ただくため、戸建て木造住宅の耐震診断

費用の助成を行っています。

�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掛かります。

�募集件数／ 15件（先着順）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2120

　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。明るく住みよい町づくりと、

衛生面、私有地財産管理の観点から、土

地所有者や管理者の方は適切な除草を行

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

　もったいなくて捨てられない。必要と

する方に再利用してもらいたい。そんな

ものが多数展示してあります。一度遊び

に来ませんか？参加は無料です。

�日時／ 9月 17日（木）～ 23日（水）

　10：00～ 16：00　自由見学

�場所／ユーワ精巧㈱柴田工場内

�展示品／古美術、置物、絵画など
※簡単・便利な委託出店も受け付けています
　ので、ご相談ください。

■問  ユーワ精巧株式会社「便利わーくわく」
　倶楽部　� 55-4711

第3回初心者水泳教室
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主な行事日学　校

修学旅行（6年）1船岡小学校
� 55-1064 宿泊学習（5年）8～9

遠足（3年）9

遠足（1年）13

ＰＴＡバザー24

就学時発達検査29

修学旅行（6年）8～9槻木小学校
� 56-1029 就学時発達検査16

社会見学（3年）29

持久走大会・
フリー参観

30

修学旅行（6年）1柴田小学校
� 56-1430 全校遠足8

就学時発達検査13

校内図工展22～24

学習発表会24

振替休業日26

避難訓練1船迫小学校
� 55-5394 修学旅行（6年）8～9

社会見学（1年・4年）9

アタック 521

就学時発達検査22

修学旅行（6年）1～2西住小学校
� 53-3227 社会見学（4年）6

社会見学（1年・2
年・3年）

8

自由参観日9

合同発表会24

振替休業日26

修学旅行（6年）1～2東船岡小学校
� 55-1811 就学時発達検査15

学習発表会24

振替休業日26

芸術鑑賞5船岡中学校
� 55-1162 文化祭17

中間考査1～2槻木中学校
� 56-1331 文化祭16～17

文化祭17船迫中学校
� 54-1225 臨時休業日28

合唱コンクール31

振替休業日19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。

　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、13万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してください。申請書類
　の様式などは、役場またはホームページからダウンロードもできます。詳細につい

　ては、下記までお問い合せください。

�申請期限／10月 9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、追ってご連絡いたします。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278　� 55-4172

�日時／10月4日（日）13：30～16：00
�場所／船迫生涯学習センター※入場無料

■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習
センター内）　� 56-1997

�日時／ 10月 4日（日）10：30～ 14：00　　　�場所／柴田町太陽の村
�内容／ふるさとの食卓（町内産の新米と地場産食材を使用した昼食バイキング）、餅
　つき体験、おそとであそぼう！（竹馬などの昔遊び）、新米、朝採り野菜、加工品お

　よび花などの地場産品の即売、オオクワガタの展示即売など

�料金／（ふるさとの食卓食事券）前売券1,000円、
　当日券 1,100円（小学生 500円）
※限定250食となりますので、事前に前売券をお求めください。

�前売券発売所／柴田町太陽の村、ＪＡみやぎ仙南柴田地区本部、地域産業振興課

■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（地域産業振興課内）� 55-2122

　江戸時代には頻繁に凶作に見舞われ、なかでも宝暦 5年、天明 3、4年、天保
4、7年は大飢饉として記憶されてきました。この大飢饉を機にさまざまな対策
が講じられるようになりました。飢饉の爪跡と、講じられた対策の一端を資料と
ともに紹介します。
�会期／ 9月 27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）

　中秋の名月「おめげっつぁん」。月をめでながら静かな時の流れを感じてみませんか。
�日時／ 10月 3日（土）18：30～ 20：00

飢 饉 の 時 代

中 庭 観 月 会
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