
■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

お知らせ版
平成21年11月1日

広報しばた・お知らせ版・第639号・柴田町役場まちづくり推進課・柴田町船岡中央2丁目 3-45（� 55-2278）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

　「歩く」ことによる運動効果や歩き方の

基本を実際に歩いて学びます。また、

ポールを使ったウォーキング、ノル

ディックウォーキングも体験します。参

加は無料です。

�日時／11月26日（木）9：00～11：30
�場所／柴田町地域福祉センター
�対象／概ね 65歳以上で町内在住の方
�募集人数／ 40人（先着順）
※ただし、ポールの貸し出しでの定員は30人

�申込期限／ 11月 18日（水）
※詳細は、開催要領をご覧ください。なお、
　要領と申込書は健康福祉課、槻木事務所お
　よび各生涯学習センターにあります。また、
　10人以上集まれば、出前の体験講座も行っ
　ています。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2159

�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～

　横断者の安全確保のため、かねてから

設置要望のあった成田地区にある県道亘

理村田線と町道との交差点に信号機が設

置されました。

　この道路は、近年、交通量が増えたた

め地域の方々や柴田小学校への通学する

児童が横断するのに非常に危険な状況で

あったため、待ちに待った信号機の設置

です。しかし、信号機が設置されても絶

対安全という訳ではありません。運転者

も歩行者も交通ルールとマナーを守り、

みんなで交通事故ゼロを目指しましょう。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　大好評の高齢者ランチ会。新しいグ

ループの会員を募集します。今回の会で

はみんなで「焼肉」を食べます。毎月1回

おしゃべりをしながら楽しくお肉を食べ

ませんか。町内にお住まいの方ならどう

ぞ。

�日時／11月18日（水）11：30～13：00
※ 12月以降は毎月第 2水曜日を予定

�場所／焼肉レストラン「都」

　（住所：船岡中央 3丁目 17-12）

�対象／ 65歳以上で現地に集合できる

方

�募集人数／ 8人　

�食事代／ 890円（焼肉セット）

�申込期限／ 11月 13日（金）

■申  小丸　� 57-1661、
　 駒込　� 55-1085

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

�日時／11月13日（金）9：45～11：00
　�場所／西住公民館
　�対象／就学前のお子さんと保護者
　�対象学区／西住小学校区

�日時／11月17日（火）9：45～11：00
　�場所／槻木生涯学習センター
　�対象／就学前のお子さんと保護者
　�対象学区／槻小・柴小学校区

�持ち物／各自必要なもの

※保健師の健康相談があります。

　

�日時／11月20日（金）10：00～11：00
�場所／子育て支援センター
�対象／2歳～就学前のお子さんと保
　護者

�募集人数／親子 50組
�申込期限／ 11月 17日（火）

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

「歩く基本」を学ぶ
ウォーキング講習会

高齢者のランチを楽しむ会
～「焼肉」ランチ会～
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お楽しみ親子観劇会
親子で見にきて！楽しい人形劇
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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
11月22日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
11月 1 日（日） 9:00～16:00

11月15日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
11月15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／11 月17 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／11 月19 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

12
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／ 11月 15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 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日
☆☆☆☆☆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

11月10日（火）佐藤由美子

生　　活 11月17日（火）飯渕　紀子

11月24日（火）近江　宣男

■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

11月 4 日（水）木島　基子

人　　権 11月11日（水）渡邊みち子

11月25日（水）桂川　クメ

11月18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
11月13日（金）大友　勝彦

人　　権
11月27日（金）佐久間捷哉
11月27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

柴田町職員を追加募集します
�募集予定職種／

　採用予定人員・受験資格・試験日・受
付期間などの詳細については、12月 1
日号お知らせ版および町ホームページに
掲載する予定です。

■問  総務課　� 55-2111

　平成20年1月から12月に出版された
児童書 300冊を宮城県図書館から借り
受け、展示します。多分野におよぶ児童
書に触れることのできる良い機会です。
ぜひご家族でご覧ください。
�日時／10月27日（火）～11月18日（水）
　9：00～ 17：00※月曜日は休み。日曜日
　・祝日は開館時のみ。

�場所／船迫公民館

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　私が、私であるために。一人で悩まな

いで、相談してください。

 全国共通ＤＶホットライン
（月～土曜日）10：00～ 15：00

　� 0120-956-080
�主唱／男女共同参画推進本部

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　「第 61回人権週間」行事の一環として、

下記により「暮らしの悩みごと相談」を

開設します。人権擁護委員のほか、行政

相談委員・生活相談員・消費生活相談員

が、家族・近隣・子どもや高齢者関係な

どの相談に応じます。あわせて、公証人

による「公証相談」も開設します（柴田

町役場のみ）。秘密は守られますので、

お気軽にご相談ください。

�日時／12月2日（水）10：00～15：00
　（公証相談は、10：00～ 12：00）

�場所／柴田町役場（公証相談有）
　　　　槻木生涯学習センター

■問  町民環境課　� 55-2113

　仙台法務局および宮城県人権擁護委員

連合会では、11月 15日（日）から 21日

（土）までの 7日間に全国一斉「女性の人

権ホットライン」強化週間を実施します。

夫やパートナーからの暴力、職場でのセ

クシュアル ･ハラスメント、ストーカー

行為など女性をめぐるさまざまな人権問

題について、女性の人権擁護委員および

弁護士が電話相談に応じます。※相談無
料・秘密厳守

�開設日時／平日　8：30～ 19：00
      　　　    土日　10：00～ 17：00

�電話番号／0570-070-810（ナビダイヤル）

■問  仙台法務局人権擁護部
　� 022-292-3614

職　　種試験区分

保健師（大学卒業程度）上　級

保育士（短大卒業程度）中　級
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　「ＮＰＯ法人を設立したい！」でも…ＮＰＯって何？そんな皆さんにお届けする「Ｎ

ＰＯ法人設立“基礎”講座」を開催します。「ＮＰＯ法人と任意団体の違いは？」「Ｎ

ＰＯ法人化するメリットとデメリットは？」「定款を作る際のポイントは？」など、Ｎ

ＰＯ法人の基本を学び、無理のない計画に基づいた設立と運営を考えましょう！

�日時／ 11月 19日（木） 14：00～ 16：00　　　�場所／役場保健センター4階
�講師／大久保朝江氏（（特活）杜の伝言板ゆるる代表理事）
�対象／ＮＰＯ法人の設立を考えている方、ＮＰＯについて興味のある方
�募集人数／30人（先着順）　　　�参加費／500円（当日ご持参ください）
�主催／宮城県（みやぎＮＰＯプラザ）　　　�共催／柴田町
�企画・実施／（特活）杜の伝言板ゆるる

■申 ■問  みやぎNPOプラザ　� 022-256-0505　� 022-256-0533
　E-mail：npo@miyagi-npo.gr.jp　　　URL:http://www.miyagi-npo.gr.jp/

　町民の皆さんと行政が情報を共有し、協働のまちづくりを実現するため、町民懇談

会を開催しています。指定された会場以外でも参加できますので、ぜひご参加ください。

�内容／町長からの町政報告（コンパクトシティ構想）、意見交換（来年度予算）など

対象行政区会　　　場開催日時

11A、11B、11C、12A、
12B

船岡生涯学習センター
11月 4日（水）
19：00～ 20：30

1

30西住公民館
11月 5日（木）
19：00～ 20：30

2

13、14、15、16、17A、
17B、18A、18B、19、20

槻木生涯学習センター
11月 6日（金）
19：00～ 20：30

3

10、28、29A、29B、29C、
29D

船迫生涯学習センター
11月 7日（土）
19：00～ 20：30

4

企業、商工業、農業、
各種団体

役場保健センター
（4階）

11月 9日（月）
15：30～ 17：00

5

　住民自治基本条例をつくる会が主催し、8・9月に開催しました「本音で語り合お

う！地域づくりと住民自治」は、参加者の皆さんから大変好評をいただきました。そ

こで、前回の結果をさらに深めこれからの地域づくりに生かしていくため、その続編

となるワークショップ「しばたの井戸端会議」を開催します。前回参加いただいた方も、

もちろん初めての参加の方も大歓迎です。一人でも多くの皆さんの参加をお待ちして

います。

�日時／ 11 月 28 日（土）13：30～ 16：30　　　�場所／槻木生涯学習センター
�内容／（1）地域づくりの事例紹介　遊休農地の活用から広がった地域づくり（上川
　名地区）イルミネーションの飾り付けなど小さな活動を通したきずなづくり（北船岡

　地区）　（2）少人数のグループで話し合いや作業を行います（前回のワークショップ

　で出された地域課題を検討テーマに取り上げ、その解決策を具体的に検討していき

　ます。ちょっとした知恵やアイディアが目からウロコになることも）。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

みやぎＮＰＯプラザ出前講座

「つくる前に考える！ＮＰＯ法人設立基礎講座 in柴田」
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　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／ 12月 9日（水）・15日（火）
　10：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 11月 20日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　議会では、議会の活動を町民に報告するとともに、議会や町政に対する町民の意見・

要望などを直接お聴きするために、下記の日程で「議会懇談会」を開催します。

　当日は、次の内容で行います。皆さんのご参加をお待ちしています。

（1）平成 20年議会懇談会での要望事項などの報告

（2）平成 20年度議会活動報告

（3）懇談 1　テーマ「子育てしやすいまちづくり」

（4）懇談 2　町政・議会全般について

　介護についての理解と認識を深めるた

め、高齢者や障害をお持ちの方などに対

する「介護」に関し、その重要性や意義

を広く国民に啓発するための日として、

毎年 11月 11日が「介護の日」に設定

されました。私たちは誰でも、年齢を重

ねていけば、いつかは「介護」を必要と

するようになります。「介護」を受けるこ

とは特別なことではありません。誰もが

いつかは向き合わなければならない問題

なのです。今後ますます高齢化が進んで

いく中でしっかりとした「介護」を受け

られる社会をつくっていくことは、私た

ち全員にとって非常に重要なことです。

■問  健康福祉課　� 55-2159

　「歳末たすけあい募金運動」が今年も

12月1日～31日まで実施されます。お

寄せいただいた募金は、生活が困難な状

況にある方（ひとり親家庭・ひとり暮らし

高齢の方・重度障害のある方など）に歳

末見舞金を贈呈します。見舞金贈呈につ

きましては、個人情報保護法により個人

情報の取り扱いや贈呈者の生活状況の具

体的な判断が難しい事由により、歳末募

金舞金申請の提出が必要となります。本

人の希望により民生委員の協力を得て申

請書を提出していただくことになります。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

　公証制度は、遺言や任意後見契約など、

住民の権利を守り、法的紛争を防止する

のに大きな役割を果たしています。あな

たの大切な財産を契約や遺言で守るため、

国の機関である公証役場を活用してくだ

さい。公証役場では、遺言書の作成、借

用証書・土地建物賃貸借契約書・離婚に

伴う慰謝料・養育費・財産分与などに関

する契約書の作成、会社の定款の認証な

どの事務を取り扱っています。また、上

記書類の作成のための相談（秘密厳守）

を無料でお受けしております。執務時間

は、午前 9時から午後 5時まで、土、日、

祝日は休みです。

■問  仙台法務局所属大河原公証役場（大河
　原郵便局隣）　� 53-2265

　ご家庭でもできる親子リトミックやハ

ンドベル、パネルシアターなど、楽しい

企画が盛りたくさんです。今年のサンタ

さんからのプレゼントは何かなー？「お

たのしみ」

�日時／ 12月 1日（火）・2日（水）
　10：30～ 11：50

�場所／柴田町地域福祉センター
�対象／未就学児とその親子
�募集人数／ 30組（先着順）
�参加費／ 300円（1世帯）
※社会福祉協議会会員無料

�申込期限／ 11月 27日（金）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会
　� 58-1771

担 当 議 員対象行政区会　場開催日時

広沢　　真　星　　吉郎
高橋たい子　森　　淑子
平間奈緒美　佐藤　輝雄

1、2、3、4、5、
6Ａ、6Ｂ、7Ａ、
7Ｂ、8、9Ａ、9Ｂ

保健センター
（4階）

11月 11日（水）
19：00～ 21：00

舟山　　彰　加藤　克明
大坂　三男　佐々木裕子
安部　俊三　我妻　弘国

13、14、15、16、
17Ａ、17Ｂ、18Ａ、
18Ｂ、19、20

槻木生涯学習
センター

水戸　義裕　有賀　光子
大沼　惇義　白内恵美子
佐久間光洋　佐々木　守

10、28、29Ａ、
29Ｂ、29Ｃ、
29Ｄ

船迫生涯学習
センター

広沢　　真　星　　吉郎
高橋たい子　森　　淑子
平間奈緒美　佐藤　輝雄

21、22、23、24、
25、26、27

農村環境改善
センター

11月 12日（木）
19：00～ 21：00

舟山　　彰　加藤　克明
大坂　三男　佐々木裕子
安部　俊三　我妻　弘国

30西住公民館

水戸　義裕　有賀　光子
大沼　惇義　白内恵美子
佐久間光洋　佐々木　守

11Ａ、11Ｂ、11Ｃ、
12Ａ、12Ｂ

船岡生涯学習
センター

※指定された会場以外でも参加できます。

 臨時託児所開設のお知らせ
　各懇談会場に無料の臨時託児所を開設します。利用を希望される方は11月5日（木）

までに議会事務局へお申し込みください。

■申 ■問  議会事務局　� 55-2136

公証役場の利用について 親子でリズムあそびをしよう
～みんなで一緒にクリスマス～
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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／ 11月 10日（火）・24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／ 11月 10日（火）・24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／11月6日（金）15：00～21：00

�場所／オーガ（大河原駅前）

�相談内容／健康保険、厚生年金、国民

　年金、雇用保険、労災保険（業務上、

　通勤途上）、就業規則、賃金、解雇、そ

　の他労務管理全般など

■問  社会保険労務士会大河原支部（寺嶋）
　

消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子
　町内では、今年に入って9件の火災が発生しています（9月末現在）。これからは
空気の乾燥や暖房器具の使用などで火災が起こりやすい季節になります。あなたの大
切な生命や財産を火災から守るために、火の元は十分な注意をお願いします。

住宅用火災警報器の不適正取引にご注意を
　住宅用火災警報器の悪徳訪問販売による被害が多数報告されています。よくある手
口として「消防署からきました」と嘘をついてだまします。消防署は住宅用火災警報
器や消火器の販売および点検は一切行っておりません。怪しげな書類には署名・押印
しないように気を付けましょう。

古くなった消火器の破裂による事故が発生
　古くなった消火器の破裂による人身事故が発生しています。破裂した消火器の特徴
は腐食や錆が目立つことです。ひどいものは底が抜けた状態になっています。事故を
防ぐためには、消火器を雨が当たらず湿気の少ない場所に置くことです。腐食や錆が
ないかなど定期的に点検をするようにしましょう。

■問  柴田消防署　� 55-2012

　近年、食生活や運動不足に起因する糖

尿病、高血圧、脂質異常症（高脂血症）

といった生活習慣病の有病者、予備軍が

増えています。町では、若い年代からの

生活習慣病予防対策のため、下記の方を

対象にアンケート調査を実施しています。

対象の方は、調査についてご協力をよろ

しくお願いします。

�対象／柴田町国民健康保険加入者の
　うち 30～ 59歳の男女 1,300 人

�提出期限／ 11月 5日（木）
※同封の返信用封筒にてご返送ください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　県が行う食の安全安心に関するアン

ケートの協力や講習会などへの参加およ

び県に対して食の安全安心に関する提言

をしていただける方をモニターとして募

集しています。県内在住の満 18歳以上

の方であればどなたでも登録でき、登録

された方には、食品表示のハンドブック

をプレゼントします。参加できる範囲で

の活動で構いませんので、気軽にご登録

ください。

■問  県環境生活部食と暮らしの安全推進
　課　� 022-211-2643
　http://www.pref.miyagi.jp/shoku-k/

�日時／11月19日（木）13：00～16：00

�場所／役場第二会議室

�内容／相続、遺言、成年後見制度、契

　約など民事上の権利義務、そのほか家

　庭内の法律問題
※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。

※事前に電話をいただけると待ち時間も少な

　くご相談いただけます。

宮城県行政書士会

　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所　

　収穫の秋に感謝の気持ちを込めて、皆

さんにおいしい秋の味覚をご提供します。

�日時／11月8日（日）10：30～14：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／柴田高原そば（新そば）を使用
　した「手打ち十割そば」と、地元の新

　米で作った「はらこめし」などを数量

　限定でご提供します。

�主なメニュー／
　手打ちそば（温・冷）800円

　手打ちそばセット 950円

　はらこめしセット 950円

■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　自然の素材を使って自分だけのオリジ

ナルのクリスマス・リースを作ってみま

せんか。

�日時／ 12月 5日（土）9：30～ 12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／小学生の親子
�募集人数／ 10組（先着順）
�参加費／ 1組 500円
�持ち物／エプロン、軍手、タオル
�申込期限／ 11月 28日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520 

生生生生生生生生生生活活活活活活活活活活習習習習習習習習習習慣慣慣慣慣慣慣慣慣慣にににににににににに関関関関関関関関関関すすすすすすすすすするるるるるるるるるるアアアアアアアアアアンンンンンンンンンンケケケケケケケケケケーーーーーーーーーートトトトトトトトトト調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査生活習慣に関するアンケート調査
にににににににににににごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力おおおおおおおおおお願願願願願願願願願願ご協力お願いいいいいいいいいいししししししししししいしまままままままままますすすすすすすすすすます

ウィークエンド遊ゆう塾

「クリスマス・リースづくり」

みやぎ食の安全安心

消費者モニター募集中！
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2009年度

（社）さくら青年会議所事業報告会

ステンドグラス教室

　国民年金保険料は全額が社会保険料控
除の対象です。社会保険料控除とは、自
分自身の社会保険料（国民年金や健康保
険、厚生年金など）を納付したとき、ま
たは、配偶者やその親族の負担すべき社
会保険料を納付したときに受けられる所
得控除のことをいいます。申告できる金
額は、年間に納付した国民年金保険料の
額です。年末調整や確定申告で国民年金
保険料を申告するための「社会保険料控
除証明書」が、11月上旬に被保険者あて
に郵送されます（10月1日以降に今年初
めて国民年金保険料を納付された方につ
いては、平成22年2月上旬の予定です）。
　平成 17年から申告の際に、国民年金
保険料について社会保険料控除の適用を
受ける場合には、納付したことを証明す
る書類を申告書に添付することが義務付
けられていますので、申告の際にはこの
控除証明書をご活用ください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3112

　入場は無料です。ぜひお越しください。
�日時／ 11月 15日（日）14：00～ 16：00　　　�場所／総合会館ララ・さくら
�内容／○講演1「Ｃ型肝炎治療の最新情報について」　講師：上野義之氏（東北大学
　病院消化器内科准教授）　○講演2「Ｃ型肝炎の病態と治療」　講師：三浦雅人氏
　（みやぎ県南中核病院消化器病センター長）　○質問コーナー「患者さんの疑問に答
　えるＱ＆Ａ」

■問  シェリング・プラウ株式会社（阿部）　� 022-262-6030

�日時／11月15日（日）10：00～16：00
�場所／東北大学百周年記念会館
�内容／東北地区国立大学法人等職員採
　用試験の概要説明（試験制度の説明の

　ほか、若手職員によるパネルディスカ

　ッションあり）、各国立大学法人など

　の個別説明会

■問  東北地区国立大学法人等職員採用試
　験実施委員会　� 022-217-5676

　各事業を通してご協力をいただいた方、

また、地域の皆さんに（社）さくら青年会

議所の事業内容を聞いていただくため、

報告会を開催します。参加は無料です。

�日時／11月25日（水）19：00～21：00
�場所／オーガ（大河原町）
�募集人数／ 50人

■問  （社）さくら青年会議所（山家）

　地域で生活する難病患者やご家族の皆

さんの日常生活での悩みや不安に対し、

看護師や難病患者会の相談員（ピアカウ

ンセラー）が相談支援を行っています。

�受付時間／○月曜日～金曜日（祝日を
　除く）10：00～ 17：00　○第 2日曜

　日・第 3土曜日 11：00～ 16：00
※電話、FAX、メール、面談による相談を行っ
　ています。面談による相談は予約制です。

■問  宮城県難病相談支援センター
　�022-212-3351　�022-211-1781
　Eメール：mpc.sendai ＠ cyber.ocn.ne.jp

　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／11月9日（月）15：00～16：00、
　11月 28日（土）10：30～ 11：30
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央）

■問  庄司　
　 小塩　

　クリスマスに飾る白い家を作ります。
�日時／11月20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／ 11月 16日（月）

■申 ■問  吉田　

�日時／11月17日（火）13：00～16：00
�場所／オーガ（大河原駅前）
�内容／暴力団問題で困っている方ほか、
　暴力団事務所の立ち退き要求、組抜け、

　ヤミ金融、書籍の一方的送付による購

　読要求、債権取立、エセ右翼、エセ同和

　問題など、その他の困り事相談でも可

�相談員／暴追センター相談委員、県警本
　部暴力団担当捜査員（警察官）、弁護士

■問  （財）宮城県暴力団追放推進センター
　� 022-215-5050
　宮城県警察本部暴力団対策課
　� 022-222-8930

　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／11月18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）
　

　自彊術は大正5年に創案された日本最

初の健康体操です。「万病克服の体育療

法」と言われ、誰にでもできる体操です。

ぜひご参加ください。

�日時／毎週金曜日 10：00～ 15：00
�場所／槻木生涯学習センター
�会費／月額 2,500 円、年会費 3,000 円

■問  野町　

国民年金保険料を納付した方へ
控除証明書が送付されます

健康体操自彊術「和みの会」
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平成21年度陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集

楽しく学べるキッズ英会話

　防衛省では、陸上自衛隊高等工科学校

生徒を募集しています。陸上自衛隊生徒

は中学校卒業者などを対象に採用する制

度です。

�身分／特別国家公務員（生徒）
※自衛官ではありません。

�手当／生徒手当　94,900 円（月額）
　期末手当　年 2回（6月・12月）

�資格／平成22年4月1日現在、15歳
　以上 17歳未満の男性

�受付期間／11月1日（日）～平成22年
　1月 8日（金）

�試験期日／
　1次試験：平成 22年 1月 23日（土）

　2次試験：平成 22年 2月 6日（土）～

　9日（火）までの指定する 1日

■問  総務課　� 55-2111
　自衛隊大河原地域事務所 �53-2185

　船岡自衛隊の独身隊員とゲームなどを

して、楽しいひとときを過ごしませんか。

�日時／ 12月 19日（土）18：00受付
�場所／ホテル原田 in さくら
�対象／ 20～ 35歳までの未婚の女性
�募集人数／ 20人
�参加費／ 3,000 円
�申込期限／ 11月 30日（月）

■申 ■問  船岡駐屯地曹友会（小林・角張）
　� 55-2301

　仙南地域の工業の活性化を目指して、

同会会員企業、仙南地域の各工業系列高

校などが出展する展示交流会を開催しま

す。会場では、各企業の製品展示・各高

校の活動紹介ほか、トヨタプリウスの主

要部品が展示されます。入場は無料です

ので、ぜひお越しください。

�日時／ 11月 13日（金）・14日（土）
　10：00～16：00（14日は15：00まで）

�場所／仙南地域職業訓練センター

■問  ＮＰＯ法人仙南広域工業会（武田）
　� 57-1501

　子育てを始めたばかりのお母さん、お

孫さんと一緒のおばあちゃん、おじい

ちゃん、自由にふらっと気軽に遊びにく

る“屋根のある公園”です（予約は要り

ません）。スタッフがいるので、知った

顔がいなくても大丈夫！おもちゃや絵本

で自由に遊んだり、お母さん同士のお友

達作りや子育てを楽しめるように応援し

ます。気軽にお出掛けください。

�日時／ 11月 10日（火）、24日（火）
　10：00～ 11:30

�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴
　田店隣 )

�対象／ 0歳児～未就園児を持つ親子
�参加費／無料
�持ち物／お手拭、飲み物など

■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるり
　ん（水戸）　

�日時／ 11月 7日（土）9：45～ 13：50
�場所／宮城県立角田支援学校
�内容／午前：ステージ発表
　　　　午後：作品展示・作品販売

■問  宮城県立角田支援学校  � 63-2555

�日時／10月31日（土）～11月4日（水）
　9：30～ 16：30（4日は 12：00まで）

�場所／船岡駅コミュニティプラザ
※体験会も開催します。

■問  グループ「夢」（堀田）　

　滅びゆくふる里の民話や伝説を次世代

に語り継いでいます。昔話だけでなく子

どもたちと折り紙やお手玉などの伝承遊

びもしています。あなたも「かたりべ」

になりませんか？

■問  柴田かたりべの会事務局（鳴海）　　

　英国人講師によるネイティブイング

リッシュを子どもに。楽しく英会話を学

びませんか？

�日時／毎週水曜日　17：00～ 18：00
�場所／槻木生涯学習センター
�募集人数／小学生 10人
�参加費／ 4,000 円（月額）
�申込期限／ 11月 20日（金）

■申 ■問  松下　

�日時／ 11月 19日（木）～ 23日（月）
　9：00～ 16：00

�場所／しばたの郷土館
�同時開催／吉林省砂漠化防止写真展、
　中国物産展、菊地美紀写真展、町内小

　中学生の書画作品展

■問  柴田町日中友好協会（中島）
　

　手話通訳がつきますの

で、気軽に参加してみませんか。初めて

の方でもＯＫです。参加は無料です。

�日時／ 11月 2日・9日・16日・30
　日の月曜日（計 4回）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　

第17回ふれあいパーティー
女性参加者募集

柴田かたりべの会

青少年と障がい者の自立支援センター
「とっておきの広場」

聴覚障がい者のための
パソコン教室　　　　
参加者募集　　　　　

　11月27日（金）9：30～11：30に予定

していた「にこにこ妊婦歯っぴータイム」

は、諸般の事情により延期します。

�実施日／平成 22年 1月 26日（火）
�受付時間／ 9：30～ 9：50

■問  健康福祉課　� 55-2160
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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）

  9：15～   9：45平成 20年 11月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

13（金）

12：45～ 13：15内田先生平成 19年 7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）

17（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
18（水）

12：45～ 13：15森川先生、佐藤（秀）先生平成 18年 5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）20（金）

  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）

24（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付25（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）26（木）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付12/2（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 7月生まれの方4か月児健康診査3（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 20年 5月生まれの方1歳 6か月児健康診査4（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

9（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）

  9：15～   9：45平成 20年 12月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

11（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

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

54-5005船　岡こや歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院58-2220船　岡ふなばさま医院15

52-2533大河原後藤歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック83-5503村　田町南診療所22

83-2419村　田榊原歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科83-2088村　田山田医院23

57-1711船　岡玉野井歯科医院51-1502大河原大河原整形外科53-5151大河原さくら内科消化器科29

55-0970船　岡船岡中央歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科57-2310船　岡しばた協同クリニック12/6

56-5112槻　木さとう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1058大河原日下内科医院13

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。

　最近増えている心の病気と自殺の関係、セルフケアと支援について理解を深めるた

め、専門医による講演会を開催します。

�日時／ 11月 30日（月）13：00～ 15：00　　　�受付時間／13：00～ 13：20
�場所／保健センター
�内容／○講演「心のバランスを求めて」～うつは、いのちの危険信号～
　　　　　講師 :本多修氏（仙南サナトリウム副院長）

　　　　○町の精神保健福祉事業の紹介
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