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　今回、メキシコや米国で発生した新型インフルエンザは衰える気配を見せず、国内での感染が拡大し、現在、本格的な流行の状
況となっています。
　宮城県内の定点医療機関で報告された9月 7日から 13日までの 1週間のインフルエンザ患者数は5.9 人（全国第2位）、仙南
地区においても1医療機関当たり5.3 人と多数の患者が出ています。
　本町においても、9月 9日、西船迫保育所において3人のインフルエンザＡ型の集団感染が確認され、9月 15日には集団感染
により船岡小学校で5年 1組の学級閉鎖、船岡中学校では2学年の学年閉鎖の措置を取りました。また、9月 25日からは船岡小
学校の4年 1組と 5年 3組、東船岡小学校の3年 2組を学級閉鎖、船迫小学校の5学年を学年閉鎖とする措置を取っています。
　このような状況から、9月 17日に新型インフルエンザ対策本部を開催し、町内での感染拡大を防止するため、当面、イベント
などの各種行事の開催を自粛する方針を決定しました。
11月にかけて自粛する行事／

　インフルエンザ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十分に取ることが大切です。特に、ぜんそく、糖尿病、
心疾患、人工透析を受けている方、乳幼児、妊娠中の方は重症化する可能性が高いので感染予防に十分注意し、早期受診、早期治
療を心掛けてください。

　先にご購入いただいた前売券の払い戻しにつきましては下記のとおりです。
�払戻方法／お買い求めいただいた発売所にて前売券と引き換えに払い戻しします。　　　�払戻期限／10月 30日（金）まで
�受付時間／○柴田町太陽の村　9：00～17：00まで（月曜日、月曜日が祝日による休日の場合はその翌日を除く）� 56-3970
　○ＪＡみやぎ仙南柴田地区本部　9：00～ 17：00まで（土、日、祝日を除く）　� 56-1212
　○地域産業振興課　9：00から 17：00まで（土、日、祝日除く）　� 55-2122

■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

電話番号問い合わせ先実　施　日行　　　事　　　名

船岡 55-1253　
槻木 56-1332　
西船迫 57-1387

各保育所9月26日（土）
保育所運動会
（船岡、槻木、西船迫）

55-2278まちづくり推進課9月29日（火）交通安全柴田郡民大会

柴田 56-3389　
三名生 55-1470
西住 52-3703　

各児童館10月3日（土）
児童館運動会
（柴田、三名生、西住）

55-0707しばたの郷土館10月3日（土）中庭観月会

55-2122しばたコメ祭り実行委員会事務局（地域産業振興課内）10月4日（日）第6回しばたコメ祭り

54-2207しばた産業フェスティバル実行委員会（柴田町商工会）10月4日（日）第2回しばた産業フェスティバル

55-2114「もったいない運動」町民会議事務局（町民環境課）10月4日（日）もったいない町民大会（環境フェア）

58-1771柴田町社会福祉協議会10月4日（日）福祉まつり2009

56-1997柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習センター）10月10日（土）・11日（日）
柴田町文化協会文化祭
（第3回展示発表会・第33回芸能発表会）

56-1997槻木生涯学習センター10月17日（土）・18日（日）槻木地区ふるさとまつり

55-2160健康福祉課11月7日（土）しばた健康づくりのつどい・歯の大会

56-1212柴田町そば生産協議会（ＪＡみやぎ仙南柴田地区本部）11月14日（土）しばた新そばまつり

「第 6回しばたコメ祭り」中止による前売券の払い戻しについて
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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
10月11日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
10月 4 日（日） 9:00～16:00

10月18日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
10月11日（日） 9:00～16:00

　※行事などにより変更になる場合があります。

体
育
施
設
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 
日時／10 月15 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／10 月20 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

11
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

�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／ 10月 18日（日）  毎月第 3日曜日

　宮城県高校総体　水球新人戦大会　10月 17日（土）

　イベント（プール正面駐車場にて）　10月 25日（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。

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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日土金木
☆☆☆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

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

10月 6 日（火）佐藤由美子

生　　活
10月13日（火）飯渕　紀子

10月20日（火）近江　宣男

10月27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

10月 7 日（水）渡邊みち子

人　　権 10月14日（水）木島　基子

10月21日（水）桂川　クメ

10月28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
10月 9 日（金）大友　勝彦

人　　権
10月23日（金）渡邊みち子
10月23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

　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 6-3 号（2Ｋ）
　　　　　　②西船迫 1-103 号（4Ｋ）

�家賃／入居者の収入額や家族構成など
　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／10月1日（木）～16日（金）
　8：30～ 17：15（土・日曜日、祝日を除く）

�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

　燃えるごみ減量のため、生ごみを堆肥
化する「生ごみ処理機」購入に補助金を
交付します。ただし、補助金の交付は予
算の範囲内となります。購入をお考えの
方は、交付申請の手順をご説明しますの
で、お問い合せください。
�交付条件／町内に住所を有する個人
�補助額／ＥＭ式生ごみ堆肥化容器…購
　入金額の2分の1以内で上限3,000円
　電気式生ごみ処理機…購入金額の3分
　の 1以内で上限 20,000 円

■申 ■問  柴田町公衆衛生組合連合会事務局
　（町民環境課内）　� 55-2114

　歯や歯茎の病気予防、早期発見のため
成人歯科健康診査を実施しています。食
事などの楽しみを保つため、この機会に
受診をお勧めします。対象の方には個別
に通知を送付しています。受診券がない
と受診できません。
�健診期間／ 10月 31日（土）まで
�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歳、50歳、60歳、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

　本格フランス料理のランチ会が始まり
ました。新規会員を募集します。毎月 1
回おしゃべりしながら洋食を楽しみま
しょう。町内にお住まいの方ならどうぞ。
�日時／10月20日（火）11：30～13：00
�場所／欧風食堂「ナチュール」
　西船迫 1-8-20
�対象／65歳以上で現地に集合できる方
�募集人数／ 5人
�食事代／日替わりランチ（1,000 円）
�申込期限／ 10月 16日（金）

■申  加藤 �56-1153、大内 �56-2748、
　菊池 � 56-4647
■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

町営住宅入居者募集

洋食を食べよう！

高齢者のランチを楽しむ会
～メルシー♪ランチ会～
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  保 育 所 
�対象児童／平成22年 4月 1日現在、満 6カ月に達している乳児から小学校就学前
　までの児童。

　

�入所資格／保育所は、家庭内での保育が困難な場合に、保護者にかわって保育する
　施設です。児童・保護者ともに町内に住所を有し、保護者が次の①～⑥のいずれか
　に該当し、家族の方も保育できない場合に限ります。
①昼間に居宅外で労働することを常態としていること
②昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態として
　いること
③妊娠中であるかまたは出産後間がないこと
④疾病にかかりもしくは負傷しまたは精神身体に障害を有していること
⑤長期にわたる疾病または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護
　していること
⑥災害（震災、風水害）その他の災害の復旧にあたっていること
　
  児 童 館 
�入所資格／平成16年 4月 2日から平成 18年 4月 1日までに生まれた児童で、児
　童、保護者ともに町内に住所を有していること。

　
 申込期間と方法（保育所・児童館）
�申込期間／11月 2日（月）～ 16日（月）8：30～ 17：15
　（保育所は日曜・休日を除く、児童館は土曜・日曜・休日を除く）
�申込方法／申込用紙に必要事項を記入し、希望する保育所・児童館に直接お申し込
　みください。申込書は保育所・児童館・子ども家庭課で配布します。
※保育所に空き待ちで入所申し込みされている児童は、新年度の申し込みが必要となります。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

「宮城県民間非営利活動促進委員会委員」を募集します

平成22年度  保育所・児童館の入所（館）児童募集

　県では、県内のＮＰＯ活動を促進するため、学識経験者やＮＰＯ関係者などを中心
に構成される「宮城県民間非営利活動促進委員会」を設置し、県ＮＰＯ施策について審
議していますが、このたび委員の改選に伴い、委員に就任いただける方を募集します。
�募集人数／2人以内
�任期／平成21年 12月 1日から 2年間（年間 3回程度の委員会開催）
�応募資格／以下の条件を満たす方に限ります。
　①県内在住または在勤・在学者で、18歳以上の方（県職員は除く）
　②県内のボランティア団体や市民活動団体などのＮＰＯに所属し、社会貢献活動を
　　行っている方
�選考方法／応募資格確認、書類審査、面接
�募集期限／10月 14日（水）午後 5時まで（郵送の場合は当日必着）
詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.pref.miyagi.jp/kyosha/npo/koubo/koubo.html

■申 ■問  県環境生活部共同参画社会推進課　� 022-211-2576

電話番号所　　在　　地施　設　名
55-1253船岡新栄 2丁目 18-1船岡保育所
56-1332槻木下町 2丁目 6-31槻木保育所
57-1387西船迫 2丁目 5-29西船迫保育所

電話番号所　　在　　地施　設　名
56-3389入間田字外谷地 73柴田児童館
52-3703船岡字清住町 10-2西住児童館
55-1470中名生字西宮前 56三名生児童館
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　精神障害者を抱える家族の不安を軽減するため、心の病気や薬、社会資源などにつ

いての正しい知識を提供し、ともに支え合う仲間づくりを支援します。

　

�時間／いずれも13：30～ 15：30
�対象／精神障害者を抱える家族など（外来通院中または入院中の方の家族で、でき
　るだけ4回継続して参加できる方）

�募集人数／10人　　　�受講料／無料　　　�申込期限／10月 30日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　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。

対象者
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。

　

　

�受付時間／いずれも 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

「家族教室」受講生募集

　国民年金保険料のクレジットカード納付は、事前に申し込みをしておくことで、ク

レジットカード会社が定期的に保険料の立替払いをし、クレジットカード会社から

カード会員の方に請求する方法です。

〇お支払い方法によっては保険料の前納割引が適用されます。
�毎月支払い→毎月の保険料を当月末に立て替え。割り引きはありません。

� 1年分支払（前納）→4月から翌年 3月分までの保険料をまとめて4月末に立て

　替え。割引額は3,120円です。

�半年分支払（前納）→4月分から 9月分までの保険料を4月末に、10月分から 3

　月分までの保険料を10月末にそれぞれまとめて立て替え。割引額は各710円

〇クレジットカード納付の注意点
�お支払いできる保険料は「定額保険料」および「付加保険料込みの定額保険料」で

　す（保険料の一部を免除されている場合はご利用いただけません）。

�お手持ちのカードが利用可能かどうか、ポイントの適用はどうかなど、詳しくはク

　レジットカード会社へお問い合わせください。

○お申込み方法
�「国民年金保険料クレジットカード納付（変更）申出書」に必要事項をご記入の上、

　社会保険事務所へご提出ください。

�申込用紙は役場および社会保険事務所に備え付けています。また、社会保険庁のホ

　ームページ（http://www.sia.go.jp/）より申込用紙をプリントアウトして、社会保

　険事務所へ郵送することもできます。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

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）

内　　　容場　　所開  催  日

心の病気、精神障害について保健センター11月 11日（水）1

家族がいきいきと生活するために県立精神医療センター12月 22日（火）2

知っておきたい薬の知識県立精神医療センター1 月 26日（火）3

地域活動支援センター見学、座談会保健センター2 月 26日（金）4
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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／ 10月 13日（火）・27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／ 10月 13日（火）・27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
　疾病対策班　� 53-3121

�日時／10月17日（土）13：00～16：00
�場所／名取駅コミュニティプラザ
�対象／オストメイト（人工肛門・人工
　膀胱保有者）および家族の方

�内容／術後のケア、装具、社会生活、
　福祉制度などに関する相談

�講師／宮城県厚生協会坂総合病院皮膚
　排泄ケア認定看護師　安藤共和氏

■問  （社）日本オストミー協会宮城県支部
　� 0228-32-4234

　国道4号線は、槻木高架橋の補強工事のため、下記のとおり片側1車線減少の交通
規制となります。工事区間は道路幅が狭くなりますので走行の際はご注意ください。
工事期間中は、下り線側から上り線側に順次施工します。なお、工事期間中は交通誘
導員を配置および交通誘導看板などを設置して円滑な誘導に努めますので通行の皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。

　就学前のお子さんのコミュニケーショ

ンで「発音がはっきりしない」「会話がう

まくできない」「お友達との付き合い方が

うまくできない」といったご心配はあり

ませんか？専門の相談員が相談に応じま

す。（要予約）

�日時／ 11月 9日（月）・17日（火）
　10：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 10月 23日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

槻木高架橋の補強工事により夜間交通規制となります

■問  国土交通省岩沼国道維持出張所　� 0223-22-3039

期　　間交通規制

10月 5日（月）～ 10月中旬  片側 1車線減少
20：00～翌朝 7：00

下り線（仙台方面）

10月中旬～ 10月 29日（木）上り線（白石方面）

至 仙台

至 白石

槻木地区

工事箇所

　町では団塊の世代の皆さんに、「生き

がい探し」「自分探し」「健康づくり」な

ど、定年後気になることに対してヒント

が得られるような講座、地域デビュー事

業「20歳× 3」を実施します。参加は無

料です。

�日時／11月14日（土）9：30～15：00
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／ 3回目の成人式、地域活動の講
　話、郷土料理の学習、軽運動など

�募集人数／ 50人
※満 60歳となる方（S24.4.2 ～ S25.4.1）

�申込期限／ 10月 30日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　さまざまな立場でかかわっている人同

士が認知症の基本について一緒に学ぶ場

です。参加は無料です。

�日時／11月4日（水）13：00～15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／介護者の健康や介護の秘訣につ
　いての講義とグループでの話し合い

�対象／認知症の介護をしている方や介
　護職員

�募集人数／ 20人
�申込期限／ 10月 28日（水）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

「認知症を学ぶ」
～認知症介護を続ける秘訣～

本年度60歳を迎えるあなたへ

「地域デビュー」
してみませんか

�日時／ 10月 10日、24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。

�参加費／ 600円

�対象／小学 4年生以上

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

10月のトンボ玉体験会

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

�日時／10月23日（金）9：45～11：00
�場所／船岡体育館
�対象／就学前のお子さんと保護者
�対象学区／船小・東船小学校区
�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談が
　あります。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
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　町内における観光資源と地場産品の振興を図り、太陽の村と船岡城址公園を観光拠

点と位置付け、地域経済および文化の発展・向上に寄与する事業を展開するため、柴

田町観光協会と太陽の村運営組合を発展的に解散し、新たに社団法人「柴田町観光物

産協会」を設立することとなりました。町の観光物産事業をより一層発展させるため

に、新規会員を幅広く募集しています。会費につきましては、町の観光物産事業を地

域の皆さんに応援していただくという趣旨のもと、個人2千円（年額）、法人5千円（年

額）を予定しています。会員には、船岡城址公園スロープカーの年間無料乗車券、太

陽の村の「ぜいたく味噌ラーメン」割引券などのサービス特典を考えています。ぜひ

とも社団法人「柴田町観光物産協会」の会員としてご加入いただき、柴田町の観光物

産事業発展を応援してくださるようお願いいたします。詳しい内容、入会の申し込み

については「柴田町観光物産協会」設立事務局（地域産業振興課内）までお問い合わ

せください。

�入会申込期限／10月 9日（金）

■申 ■問 「柴田町観光物産協会」設立事務局（地域産業振興課内）　� 55-2123

　行政相談は、役所（国・県・町）や独

立行政法人、特殊法人などの仕事につい

て、納得できない、なかなかやってくれ

ないなどの苦情や要望したいことについ

て、相談に応じその解決のお手伝いをす

るものです。行政相談委員は、自宅でも

相談に応じていますが、この期間は下記

の場所で相談所を開設します。また、人

権・生活・消費生活相談も併せて行いま

す。気軽にご相談ください。

�日時・場所／

　○ 10月 16日（金）10：00～ 15：00

　　槻木生涯学習センター 1階会議室

　○ 10月 21日（水）10：00～ 15：00

　　柴田町役場 4階第 1・2委員会室

�行政相談委員／飯渕紀子、星マサ子

■問  町民環境課　� 55-2113

　町では、柴田町の観光と地場産品の振興を図るため、（仮称）社団法人「柴田町観光

物産協会」の設立（11月初旬）を予定しています。つきましては、下記のとおり職

員を募集します。

�募集対象者／町内在住の40歳未満の方で、企業の雇用調整などによる雇止めによ
　り離職した方および内定を取り消された方を優先に採用します。

�雇用予定日／平成21年 11月初旬
�職種および業務内容／

　

�勤務場所／柴田町太陽の村（柴田町大字本船迫字上野4-1）
�勤務条件／○勤務時間　火曜日～日曜日　8：30～ 17：15
　　　　　　○休日　月曜日、その他月に平日2回

　　　　　　○給与　月給　14万円～ 20万円

　　　　　　○待遇　健康保険、雇用保険、厚生年金、交通費規定支給、残業・宿直

　　　　　　　　　　手当、賞与年2回あり

�申込期間／10月 5日（月）～ 10月 15日（木）まで
　　　　　　（受付時間：8：30～ 17：00まで。土、日曜日および祝日を除く）

�申込方法／○受付　柴田町役場地域産業振興課商工観光班
　　　　　　○提出書類　①履歴書（写真添付）※返却はしませんのでご了承ください。

　　　　　　　　　　　　②離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入れ通知書

　　　　　　　　　　　　　もしくは離職票のなどの写し

�選考方法／書類審査のほか面接を行います（詳細は申込時にご連絡いたします）。

■申 ■問  地域産業振興課　� 55-2123

�日時・場所／

　○ 10月 10日（土）10：00～ 15：00

　　サンコア 2階

　○ 10月 15日（木）13：00～ 16：00

　　役場第二会議室

�遺言書が出てきたがどうしたらいいの

�遺産の分割はどうするの

�貸したお金を返してもらいたい

�交通事故で示談にしたいがどうするの

などについて、紛争防止・トラブル防止

に努めます。
※行政書士には守秘義務があり、あなたの秘
　密は守られます。

宮城県行政書士会

http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所
　� 0224-59-3277

（仮称）社団法人「柴田町観光物産協会」会員を募集しています

（仮称）社団法人「柴田町観光物産協会」職員を募集します

応募資格職　　務　　内　　容募集人数職　種

パソコン操作（ワ
ード・エクセル）
ができる方

主な業務は、一般的な事務、会計事務
および事業の企画立案（レストラン業
務および宴会、宿泊業務も付随）

1人
事務・会計事務
および企画立案
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職場をやめて保険証を返還したら

　職場などの健康保険をやめた方で、他

の健康保険に加入しない場合は、国民健

康保険加入の手続きが必要です。無保険

とならないよう退職した日から 14日以

内に手続きをしてください。また、国民

健康保険税は、加入の届け出をした日か

らではなく、資格を得た月の分から納め

なければなりません。加入の手続きが遅

れると保険税の納期が少ないため1期当

たりの保険税額が多くなり負担が大きく

なりますのでご注意ください。

就職して職場の健康保険証をもらったら

　職場などの健康保険に加入した場合や、

他の健康保険の被扶養者になったときは、

国民健康保険喪失の手続きが必要です。

この手続きをしないと、国民健康保険加

入者とみなされているため、保険税が課

税されたままとなります。必ず、資格喪

失の手続きをしてください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　「行政とＮＰＯの協働」を掲げ、公設の施設の管理・運営を、地域やＮＰＯに任せる

「指定管理者制度」を導入する動きが広がっています。企業、行政、ＮＰＯ、大学で

働き、異なる立場から協働を見てきた講師が、さまざまな事例をあげて、指定管理者

制度の現状や課題をお話します。指定管理者として、よりよいサービスを住民に提供

するために欠かせない、ＮＰＯと行政の在り方について考えてみましょう。参加は無

料です。

�日時／ 10月 15日（木） 13：30～ 16：00　　　�場所／大河原合同庁舎

�講師／加留部貴行氏【（特活）日本ファシリテーション協会会長、九州大学統合新領

　域学府特任准教授】

�対象／指定管理に関心があるＮＰＯ、市民、コミュニティ組織など

■申 ■問  みやぎＮＰＯプラザ　� 022-256-0505　 E-mail：npo@miyagi-npo.gr.jp

　土地は、国民のための限られた貴重な資源です。将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効活用が大

切です。土地の有効利用の実現のためには、何よりも不可欠なのは土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力です。この機会

に、ぜひ一度「土地の有効利用」について考えてみませんか。

　詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。（http://www.mlit.go.jp/）

国民健康保険
資格取得・喪失の
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続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続続ききききききききききききききききききききききききききききききききをををををををををををををををををををををををををををををををを忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずずにににににににににににににににににににににににににににににににに手続きを忘れずに

　柴田町育英会では、経済的な理由によ

り就学困難な学生・生徒のうち、向学心

に燃える優秀な者に対して奨学金の貸与

を行っています。より多くの希望者に育

英資金を貸与できるよう、事業目的に賛

同し、一口6,000円以上を寄付してくだ

さる会員を募集しています。皆さんのご

協力をお願いします。

※家計の急変（収入減少）で奨学金を必要と
　する場合、高校生は「高等学校等育英奨学資
　金貸付」、大学生は「日本学生支援機構」に
　おいて対応しています。在学している学校
　の奨学金担当へご相談ください。

■問  教育総務課　� 55-2134

　子どもの発達は生後3歳までが著しく、この期間に沢山の

ことを経験させることが望ましいと言われています。3歳に

なる前のこの大切な時期に、楽しいイベントに参加して、親

子のきずなを深め子育てのヒントをつかみませんか。

 第2回　｢わらべ歌と絵本読み聞かせ ｣
　�日時／ 10月 31日（土） 10：00～ 12：00　　　�場所／船岡生涯学習センター

 第3回　音楽と劇「みんなおいで！」
　�日時／ 12月 19日（土） 10：00～ 12：00　　　�場所／船岡生涯学習センター

�対象／平成19年 4月～平成 20年 3月生まれのお子さんと保護者の方
�募集人数／20組程度　　　�参加費／無料　　　�申込期限／10月 28日（水）

■申 ■問  柴田町子育て支援センター　� 54-4040

　しばたの郷土館「ふるさと文化伝承館」内に設置する図書館では、利用度が高いと

考えられる図書・雑誌を新規購入していきますが、利用者の方々に、より満足してい

ただける図書館を作り上げるため、皆さまに図書の寄贈をお願いし、蔵書の充実を目

指します。皆さまの蔵書の中から一冊でも構いませんので、ぜひご協力をお願いしま

す。なお、ご寄贈いただきました図書の取り扱いについては、教育委員会生涯学習課

に一任いただきます。また、発行年の古い図書や汚破損本、マーカーや書き込みのあ

る図書については、活用できませんのでご遠慮申し上げます。

　図書の寄贈方法など、詳しくはお問い合わせください。

■問  生涯学習課　� 55-2135

3歳児ワールド2009
参加親子追加募集！

育 英 会
会員募集
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�日時／ 1月 10日（日）10：00～
�場所／船岡小学校体育館
　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）までに下記へご連絡ください。

　 

　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
いますが、まだまだ人数が足りません。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！実行委員会は月１～２
回、平日午後７時半頃から開催する予定で
す。希望者は、下記へご連絡ください。
�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～

仙南地域職業訓練センター パソコン講座受講生募集

�申込方法／電話またはFAX（氏名・連絡先・講座名を記入）でお申し込みください。
�申込期限／10月 16日（金）※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

�日時／ 10月 2日（金）～ 4日（日）
　9：00～ 17：00（4日は 15：00まで）
�場所／船岡駅コミュニティプラザ
※新規会員募集中です。

■問  柴田町野草愛好会（庄子）  

講　座　内　容日時・受講料講座名・募集人数

初心者の方を対象に、パソコ
ン操作技能（Word2003、
Excel2003）を基本から習得
します。

10月 26日（月）
　  ～ 11月 25日（水）
9：10～ 12：10
受講料：15,000 円

パソコン入門講座
募集人数：18人

　子育て応援特別手当（平成21年度版）は、平成21年 4月 10日に決定された「経

済危機対策」の一環です。現下の厳しい経済情勢を踏まえ、幼児教育期の負担に配慮

する観点から、幼児教育期の子ども一人当たり3万 6千円を支給します。

対象となる子ども…平成21年度において小学校就学前3年間に該当する子ども（生
年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1日までの子ども）が対象となります。

手当の額…対象となる子ども一人当たり3万6千円を同居している世帯主に支給しま
す。手当の支給は、1回払いとなります。

申請の手続き…手当を受けるためには、申請が必要です。平成21年 10月 1日にお
住まいの市区町村で受け付けます。子育て応援特別手当（平成21年度版）の申請受

付開始などは、平成21年 10月 1日現在の住民登録状況から、対象になる世帯主に

12月頃にご案内する予定で手続きを進めていますので、今しばらくお待ちください。

 配偶者からの暴力（ＤＶ）の被害者の方へ
○いろいろなご事情で、どうしても今お住まいの市区町村に住民登録できないＤＶ被

害者の方は、子育て応援特別手当（平成21年度版）の事前申請を受け付けます。

事前申請期間は、平成21年 10月 1日（木）から平成21年 10月 30日（金）までで

す。今お住まいの市区町村へ「事前申請書」を提出してください（「事前申請書」は、

お住まいの市区町村窓口のほか、配偶者暴力相談支援センター、婦人相談所、厚生

労働省ホームページなどで入手できます）。

○「事前申請書」には、次の書類の添付が必要です。

1．被害者であることが確認できる書類（対象となる子どもについても記載されて

　いることなどが必要です）

　�配偶者暴力相談センターの発行する証明書

　�婦人相談所の発行する証明書

　�保護命令決定書の謄本または正本

2．振込口座の通帳の写し

○「事前申請書」に基づき、住民登録をされている市区町村へ連絡し、子育て応援特

　別手当（平成21年度版）の支給対象者を世帯主から、ＤＶ被害者の方へ変更します。

○「事前申請書」に記入された今お住まいの住所などの情報は、住民登録をされてい

　る市区町村へは知らせません。

○子育て応援特別手当（平成21年度版）は、事前申請書を提出した市区町村ではな

　く、住民登録がされている市区町村から支給されます。支給の時期は、それぞれの

　市区町村で異なります。

○10月 30日（金）を過ぎると、事前申請は受け付けられません。この場合、住民登

　録がされている市区町村へ郵送により申請を行うこととなります。事前申請書と同

　じ書類の添付が必要です（世帯主からの申請が受け付けられる前に申請を行うこと

　が必要です）。

■問  子ども家庭課　� 55-2115　 Eメール：children@town.shibata.miyagi.jp

子育て応援特別手当（平成21年度版）に関するお知らせ
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船岡社交ダンス愛好会

社交ダンス初級者講習会 ステンドグラス教室

みんなおいで！ゆるりんとあそぼう

ゆるりん親子ひろばを開催します

　ベビーマッサージを取り入れ、リズム

・歌など親子のスキンシップを図ります。

�日時／第 3土曜日 10：00～
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／ 0歳～ 4歳
�参加費／ 1,000 円

■申 ■問  玉野井　

�日時／10月8日～平成22年3月25
　日の毎週木曜日　19：00～ 21：00

�場所／船迫公民館
�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／ 6,000 円
※指導教本 1,000 円別途購入

■申 ■問  船岡社交ダンス愛好会事務局（及川）
　

　受験期の親子コミュニケーション・メ

ンタルヘルスについて学びます。

�日時／ 10月 23日（金）、30日（金）
　13：30～ 15：30

�場所／しばたの郷土館
�募集人数／成人の方 10人
�参加費／ 2,000 円
�申込期限／ 10月 19日（月）
※受け付けはＦＡＸのみ

■申 ■問  ワーク・ライフバランス応援係（鈴
　木）　

　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／10月21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）
　

�日時／ 11月 1日（日）9：00～ 15：00
�場所／宮城刑務所（仙台市若林区古城）
�内容／刑務所の所内見学、刑務所の食
　事試食体験、刑務作業体験、刑務所の

　作業製品の展示・即売、ちびっこ刑務

　官写真撮影会など

■問  法務省仙台矯正管区作業課
　� 022-286-3715
　宮城刑務所　� 022-286-3111

　生活空間にガラスの明かりをともしま

せんか？

�日時／10月16日（金）13：00～16：00
�場所／船岡公民館
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 2,800 円
�持ち物／軍手、エプロン、はさみ、新
　聞紙 1日分

�申込期限／ 10月 13日（火）

■申 ■問  吉田　

　しばたの郷土館で長年活動してきたさ

くら回廊同好会が、秋まつりを開催しま

す。皆さんお誘い合わせの上、ぜひお越

しください。

�日時と主な内容／
10月 3日（土）10：00～ワークショップ
10月 3日（土）10：00～活動展示紹介
10月 3日（土）13：00～音楽のイベント
�場所／しばたの郷土館
�主催／さくら回廊同好会

■問  秋本　

�日程／ 10月 18日（日）7：00～
�場所／南蔵王
�コース／刈田峠～杉ケ峰～芝草平～ろ
　うづめ平～聖山平

�集合場所／船迫生涯学習センター
�参加費／ 2,500 円（保険代を含む）
�申込期限／ 10月 7日（水）

■申 ■問  桜山遊会（星）　

　パッチワーク教室・トールペイント教

室の合同作品展を開催します。“見て癒

され、使って楽しむ”心温まる作品を、

ぜひ見に来てください。入場は無料です。

�日時／ 10月 15日（木）～ 18日（日）
　9：00～ 17：00（最終日は15：00まで）

�場所／しばたの郷土館

■問  菊地　

　日本伝統楽器の琴と三味線で「さくら

さくら」を弾いてみませんか。初心者向

けの体験教室です。参加は無料です。

�日時／ 10月 20日（火）、27日（火）、
　11月 10日（火）13：00～ 17：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／琴や三味線に興味のある方
　（年齢性別は問いません。経験者も可）

�募集人数／ 10人（先着順）

■申 ■問  砂金　

　親子で動く折り紙づくりと絵本の読み

聞かせをします。簡単でおいしいおやつ

もつくります。

�日時／10月17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／ 10月 13日（火）

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆる
　りん（水戸）　

キッズリトミックLunLun

すこし知るとうんと楽しくなる

ミューズ・かふぇ
秋の講座vol.1

「琴・三味線」体験教室

秋の町民登山

　「認知症サポーター」は、認知症の方や

家族を温かく見守る応援者です。皆さん

の参加をお待ちしています。

�日時／10月24日（土）10：00～12：00
�場所／とっておきの広場（北船岡旧羽
　山児童館）

■問  岡崎　
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①支給額が変わります
　4万円引き上げ、出産児お一人につき原則42万円となります。
※産科医療保障制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は
　39万円となります。

②直接支払制度が実施されます
　かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則42万円の範

囲内で国保から病院などに直接支払われる仕組みに変わります。この直接支払制度の

利用を希望される方は、病院などの窓口で国民健康保険証を提示し申し出て下さい。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。ま
　た42万円未満の場合は、後日国民健康保険から世帯主に差額支給の振り込みについてのお知
　らせを送付します。

■問  町民環境課　� 55-2114

　ふれあいネットワーク互助事業とは、

日常生活でお困りのことが起きた方に、

地域の中から参加した協力会員が有償で

日常生活を支援するサービスを提供する

事業です。利用希望の方は社会福祉協議

会までご相談ください。

�サービス内容／家事援助・移動サービ
　ス（条件あり）・その他

�料金／登録料1,000円、30分 310円
　（手数料込）
※送迎サービスについては別途 1� 25 円の
　ガソリン代がかかります。

■問  柴田町社会福祉協議会  � 58-1771

ふれあいネットワーク互助事業
利用会員募集

　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／ 10月 12日（月）15：00～ 16：00、10月 24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　 　雇用・就業の機会促進を目的とした60

歳前後の方対象の技能講習です。

�日程／ 10月 19日（月）～ 23日（金）
�場所／仙南地域職業訓練センター
�内容／メンテナンス知識、技能習得
（網戸、障子、ふすま）

�募集人数／ 20人（先着順）
�受講料／無料
�申込期限／ 10月 5日（月）

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　「フレッツ　光ネクスト」の提供エリアが11月 2日（月）より拡大します。詳しくは

ホームページをご覧ください。（http://flets.com/）

 拡大エリア
大字入間田字／岩崎、萱木像、鴻ノ巣、沢田、塩、塚ノ下、鳥屋森、又振、

大字上川名字／入、梅沢、江坪、小倉入、新蔵田、大坂、蔵田、江崎

大字富沢字／青木町、赤柴、井戸神、稲荷、岩崎、大久保、鍛治内、小坂葺、小和清

水、坂本、作田、下岫、田畑、土神、中丸、八幡、日向、深山、宝籠、

松本、薬師、田中前

大字四日市場字／鳥井崎

■問  （株）ＮＴＴ東日本宮城フレッツ受付センタ　� 0120-116-116
（受付時間9：00～ 21：00、年末年始を除く） 　県が設置した若年者就職支援施設「み

やぎジョブカフェ」が就職活動のお手伝

いをします。事前予約が必要です。参加

は無料です。

�日時／①10月2日（金）10：30～16：20
　② 10月 16日（金）10：30～ 16：20
※以降も毎月第 1、3金曜日（原則）開催

�場所／オーガ（大河原駅前）
�内容／面接対策や書類作成など就職活
　動に役立つセミナーとキャリアカウン

　セリング（職業相談）

�対象／ 34歳以下の若年求職者、フリ
　ーターなど

■予 ■問  みやぎジョブカフェ
　� 022-217-3562

�日時／ 10月 3日～ 1月 9日の毎週土曜日12：30～ 17：00
�場所／東北大学川内南キャンパス
�内容／
　①電話受付：事前に電話にて相談内容を受け付け、当日まで学生が検討を重ねます。

　②予審：当日、お客様に来所いただき、再度お話を伺った後、担当学生が法的判断

　　を行ないます。

　③主審：本学教授・准教授に判断を仰ぎ、その助言の下に最終判断を行ないます。

�相談内容／離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借など、民事法一般、ただし、刑事
　事件・弁護士依頼済みのもの・訴訟（調停）係属中のものを除く

■問  東北大学無料法律相談所　� 022-795-6243

シニアワークプログラム地域事業

「住宅総合メンテナンス」技能講習
内装コース
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田んぼアート事業

稲刈り参加者募集

　リズム遊び、歌、幼児体操、ベビー体操など、リトミックだけではなく今の時期に

必要な内容も取り入れています。この機会に、ぜひ体験してみませんか？

�日時／10月～ 3月までの第 3金曜日（全 6回）10：00～ 12：00
�場所／アスレ　ベルアカデミーホール（船岡東2丁目）
�対象／1歳～未就学児
�参加費／3回（10月～ 12月）3,000円、6回（10月～ 3月）5,000円
�持ち物／バスタオル、はさみ、のり、色えんぴつ、飲み物
�申込期限／各開催日の前日まで

■申 ■問  大森　

�日時／10月17日（土）9：00～15：00
�場所／村田町中央公民館
�内容／家庭の問題、離婚、養育費、遺
　産分割、金銭、土地・建物、消費者金

　融、交通事故、近隣関係などの問題
※相談は無料、予約も不要です。秘密は厳守
　されます。

■問  大河原調停協会事務局（仙台家庭・地
　方裁判所大河原支部内）� 52-2101

�募集対象／日本画・洋画・書・写真・工芸の5部門　　　�テーマ／自由
�出展者規定／県内在住の60歳以上のアマチュアの方　　　�出展料／500円
�申込期限／10月 30日（金）　　　�展示会場／宮城県美術館県民ギャラリー
�展示期間／12月 3日（木）～ 6日（日）※入場無料
�その他／部門ごとに応募規定がありますので、下記までお問い合わせください。

■申 ■問  宮城県社会福祉協議会いきがい健康課　� 022-223-1171

　仙南のシンボル「みやぎ蔵王」の魅力

と恵みを生かした地域振興を考えてみま

せんか。参加は無料です。

�日時／10月30日（金）14：00～16：00

�場所／パレスリゾート白石蔵王

�内容／講演（宮城大学事業構想学部教

　授・宮原育子氏）、パネルディスカッ

　ション

�募集人数／ 150人（先着順）

�申込期限／ 10月 23日（金）

■申 ■問  県大河原地方振興事務所
　� 53-3182

　総務省では、経済的な理由などで地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行す
ることが難しい世帯に対する支援を10月 1日（木）から受け付けを開始します。
支援の対象となるのは？
　生活保護世帯などの公的扶助受給世帯、市町村民税非課税の障害者のいる世帯、社
会福祉事業施設入所者の方々で、日本放送協会（ＮＨＫ）の受信料の全額免除を受け
ている世帯の方々が対象です。
※既に、地上デジタル放送を視聴されている世帯の方々は支援の対象外です（共同受信施設など
で平成21年 4月以降に工事が行われた場合には、支援の対象となる場合があります）。

受けられる支援の内容は？
　現在お持ちのアナログテレビに取り付ける「簡易なチューナー」の無償給付を行い
ます。アンテナ改修などが必要な場合にはその支援も行います。
申込み先は？
　申込書については、下記の「総務省地デジチューナー支援実施センター」にお電話
をください。発送させていただきます。なお、各市町村およびお近くのＮＨＫの窓口
に設置されている場合もあります。
支援の開始の時期は？
　受け付けは10月 1日（木）から開始します。簡易チューナーの設置などについては
10月下旬から開始する予定です。
ご注意いただきたい点
○支援の申し込みには、ＮＨＫと受信契約を結び、全額免除の適用を受けることが必
　要です。手続きがまだお済みでない方は、なるべくお早めに手続きをとっていただ
　くようお願いします。
○支援は現物給付ですので、ご自身で購入されたチューナー、アンテナ改修などの費
　用を清算することはできません。

■問  地上デジタル放送受信のための支援制度について
　　　総務省地デジチューナー支援実施センター　� 0570-033840
　 ＮＨＫとの受信契約、受信料免除について
　　　ＮＨＫ視聴者コールセンター　� 0570-000588

　稲刈り作業を通して、住民の皆さんへ

改めて地域の魅力を認識していただき、

地域への関心を強めるとともにコミュニ

ケーションの輪を広げていきたいとを考

えています。ぜひご参加ください。参加

は無料です。

�日時／10月24日（土）9：30～17：00
※雨天の場合は 25日（日）となります

�場所／村田町大字村田字西田46（西田

　郵便局隣）

�集合場所／村田町中央公民館駐車場

�対象／小学生以上の方
※小学生は保護者同伴でお願いします

�持ち物／長靴、タオル

�申込期限／ 10月 16日（金）

■申 ■問  （社）さくら青年会議所（玉手）
　

親子でリトミックあんだんて　

第17回宮城シニア美術展　 みやぎ蔵王三十六景
食と観光のフォーラム

参加者募集
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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

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 5月生まれの方4か月児健康診査10/1（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 20年 3月生まれの方1歳 6か月児健康診査2（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付7（水）

  9：15～   9：45平成 20年 10月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

9（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
14（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（要予約）

  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）19（月）

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

12：45～ 13：15小屋先生平成 19年 6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）

20（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
21（水）

12：45～ 13：15森川先生、小田部先生平成 18年 4月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）23（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付28（水）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付11/4（水）

12：45～ 13：15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）5（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 20年 4月生まれの方1歳 6か月児健康診査6（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
11（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（要予約）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 6月生まれの方4か月児健康診査12（木）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-2555大河原えんどう歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック10/4

57-2120船　岡大友歯科医院52-3115大河原かわち医院52-2777大河原平井内科11

83-4395村　田大沼歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科51-5355大河原さくら小児科12

53-2134大河原小田部歯科医院51-3741大河原庄司クリニック83-6061村　田村田内科クリニック18

56-1853槻　木おたべ歯科クリニック51-4625大河原さくらの杜診療所83-2445村　田中核病院村田診療所25

55-5493船　岡川口歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院53-1460大河原甘糟医院11/1

57-2950船　岡菊池歯科医院56-1451槻　木乾医院56-1012槻　木玉渕医院3

52-2250大河原大河原歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院54-2316船　岡村川医院8

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。

※ 新型インフルエンザ感染予防のため、上記事業の対象者で風邪気味の方および発熱している方のご来場はご遠慮ください。

　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／ 10月 14日（水）9：30～ 13：00、14：00～ 15：00
�場所／柴田町商工会　　　�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。

　10月 6日（火）に予定していました両親学

級は、諸般の事情により中止します。対象の

方には、後日資料などの通知をお送りします。
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