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　町内の各生涯学習センター・公民館・体

育館、しばたの郷土館などの社会教育施設

の年末年始の休館日をお知らせします。

�年末年始の休館日
　12月 28日（月）～ 1月 4日（月）まで
※役場閉庁期間とは異なります。

■問  生涯学習課　� 55-2135

�年末のごみ収集 ……ごみ出しカレンダーをよくご確認の上、出し忘れなどのな
　いようにご注意ください。年末のごみ収集は「ごみ出しカレンダー」のとおり収集

　します。

�年始のごみ収集 ……1月 4日（月）燃えるごみ収集日

�粗大ごみ・多量ごみの施設直接持ち込み
○燃えるごみ　　大河原衛生センター　� 0224-52-2759
　年末 12月 30日（水）11:30 まで受付　　年始 1月 4日（月）7:30 から受付開始

○燃えないごみ　仙南リサイクルセンター　� 0224-33-2225
　年末 12月 30日（水）16:30 まで受付　　年始 1月 4日（月）8:30 から受付開始

　年末は大変混雑します。早めにくみ取り業者に申し込んでください。年始は、1月

4日（月）から平常業務になります。

★し尿くみ取り業者 ……㈲柴田衛生社　� 54-1501　渡辺清掃　� 56-1755
　　　　　　　　　　　 あおば衛生社　� 52-4290

■問  町民環境課　� 55-2114

種類収集最終日種類収集最終日

プラスチック類12月 23日（水）紙資源12月 15日（火）

缶　類12月 24日（木）ペットボトル12月 17日（木）

燃えるごみ12月 28日（月）燃えないごみ12月 22日（火）

�12月28日（月）まで平常業務（16:30
　まで受付）

� 12月 29日（火）および 30日（水）
　（16:00 まで受付）

� 1月 3日（日）（16:00 まで受付）
� 1月 4日（月）から平常業務（16:30ま
　で受付）
※終了時刻の 30分前には持ち込むようお願
　いします。

■問  角田衛生センター　� 63-2140

�年末…12月 31日（木）まで平常業務
�年始…1月 3日（日）から平常業務

■問  町民環境課　� 55-2113

12 月 29 日（火）～ 1月 3日（日）はお休みです

年内中のくみ取り→12月25日（金）までに申し
　　　　　　　　　 込みください
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認知症を学ぶ
～認知症介護を続ける秘訣～

　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／1月15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／ 1月 8日（金）・22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

　さまざまな立場でかかわっている人ど

うしが認知症の基本について一緒に学ぶ

講座の最終回です。

�日時／1月27日（水）13：00～15：00
�場所／地域福祉センター
�内容／介護保険制度を上手に使いなが
　ら介護を続ける秘訣についての講義と

　グループでの話し合い

�講師／地域包括支援センター職員
�対象／認知症の介護をしている方、介
　護職員

�募集人数／ 20人
�参加費／無料
�申込期限／ 1月 20日（水）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部納付）・若年者納付猶予・学生納付特例の承
認を受けていた期間は、保険料を全額納めた場合よりも老齢基礎年金の受け取り額が
少なくなったり、年金額に反映しない期間となります。そこで、それらの期間の保険
料は10年以内であればさかのぼって納めることができるようになっています（追納）。
追納をすると、その期間は保険料を納めた期間となり、将来受け取る老齢基礎年金が
増額されます。
○追納は古い時期の保険料から順次行うことになります。なお、若年者納付猶予また
　は学生納付特例より前に免除期間がある場合は、追納する期間の順番を選択するこ
　とができます。
○免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納するときは、
　当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納を
　お勧めします。
○追納により納付した保険料も、通常の国民年金保険料と同様に納付した年の所得税
　等の控除対象になります。
○すでに老齢基礎年金を受給している方は追納できませんので、ご注意ください。
○追納には納付書が必要です。納付書の発行には申し込みが必要になりますので、追
　納を希望される方は社会保険事務所へお問い合わせください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

■問  健康福祉課　� 55-2159

おむつ費用の医療費控除
○ねたきり状態にある方で、おむつの使用が
必要と医師に認められた方は、当該医師が証
明する「おむつ使用証明書」と「おむつ代の
領収証」を確定申告書に添付することで、医
療費控除の対象になる場合があります。
○介護保険の要介護認定を受けている方で、
この控除を受けるのが2年目以降の確定申告
では、医師が証明する「おむつ使用証明書」
の代わりに要介護認定に係る「主治医意見書
の内容を確認した書類」または「主治医意見
書」の写しを使用することができます。必要
な方は、介護保険班に確認の手続きをしてく
ださい。
　ただし、主治医意見書にて以下の 2点が確
認できた場合に限ります。（確認できない場
合は、医師が証明する「おむつ使用証明書」
が必要になります。）
①　ねたきり状態にあること
②　尿失禁の発生の可能性があること

要介護認定者の障害者控除
○　精神や身体に障害のある
65歳以上の方は、身体障害者
手帳や精神障害者保健福祉手帳
などの交付を受けていない場合
でも「身体障害者に準ずる高齢
者」「知的障害者に準ずる高齢者」
「ねたきり等高齢者」と認めら
れた場合には、町長が発行する
「障害者控除対象者認定書」に
より、税法上の障害者控除が受
けられます。
　介護保険の要介護認定を受け
ている方で、認定書を必要とす
る方は、介護保険班に申請して
ください。
　なお、認定の判断は、申請書
を受理後に介護保険認定調査票
により行います。基準に該当し
ない場合は認定書の交付ができ
ません。

確定申告用各種控除証明
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　中学校を卒業され、働きながら高校で学びたい、高校を卒業したいという社会人の
方を対象に、平成22年度推薦入試を行ないます。推薦入試の募集人数は、募集定員
80人の 30％（24人）以内となります。
�出願資格／事業所に3年以上勤務した方または平成22年3月末現在において3年
　以上勤務する見込みのある方（自営業、主婦などは当該業務従事を勤務とみなす）。
い　ずれの場合も所属長など責任者を持って本人を推薦できる方の推薦が必要です。
�出願期間／1月 13日（水）～ 22日（金）
�面接・実技など（面接・作文）／1月 29日（金）

■問  大河原商業高等学校定時制課程入試係　� 52-1064

　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／1月14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

　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。

�日時／ 1月 9日（土）～ 3月 27日（土）
　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／ 1月 8日（金）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

　検察審査会は、選挙権を有する一般国

民から選ばれた 11人の検察審査員が、

いわば国民を代表して、検察官が被疑者

を裁判にかけなかったこと（これを「不

起訴処分」といいます。）の善しあしを審

査するのを主な仕事にしているところで、

刑事手続きの中に国民の良識を反映させ、

よりよい刑事司法を実現するために設け

られているものです。

　事件や事故にあわれた方や、その遺族

の方などで、検察官から「事件は不起訴

処分とした」旨の連絡があった場合、そ

の処分に納得がいかないときは、検察審

査会の審査を求めることができます。

　審査の申し立てには、費用は一切かか

りません。また、申立人の秘密は固く守

られます。検察審査会の窓口では、申し

立てについての相談を受け付けています

のでお問い合わせください。

■問  仙台検察審査会事務局　
　� 022-222-4750　
　http://www.courts.go.jp/kensin/

　仙台子育て応援ＮＰＯ「ピンポンパン

☆」と一緒にリズム遊びやゲームをしま

す。簡単でおいしいおやつも作ります。

�日時／12月19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

　みんなでクリスマス会！寿司ケーキ

を作り、楽しいゲームをします。

�日時／12月25日（金）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、三角巾、
　筆記用具

※申し込みは、定員になり次第終了します。

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆ
　るりん（水戸）

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

ゆるりん学童クラブを開催します

　平成 22年成人式典のアトラクショ
ンとして、町民合唱団による合唱を実
施します。現在、男性パートを募集し
ています。人生の晴れの舞台で合唱し
てみませんか？
�練習日時／
　12月 20 日（日）19：00～ 21:00
　12月 23 日（水）13：00～ 15:00
�練習場所／槻木生涯学習センター
�曲目／柴田町民歌、大地讃頌
�申込期限／ 12月 18日（金）

　柴田町では、平成 22年成人式典の
ボランティアを募集しています。一生
に一度しかない人生の門出づくりに、
ぜひご協力ください。
�内容／着物の着くずれ直しなど
�申込期限／ 12月 25日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

柴田町民合唱団（男性）のメンバー募集

成人式典ボランティア募集

宮城県大河原商業高等学校

定時制課程普通科「社会人推薦」入学者募集

宮城県（産業別）最低賃金が改正されました
効力発生日時間額地域別最低賃金

平成 21年 10月 24日662円宮城県最低賃金

効力発生日時間額宮城県産業別最低賃金

平成 21年 12月 15日771円鉄鋼業

平成 21年 12月 15日738円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業

平成 21年 12月 16日740円自動車小売業

■問  宮城労働局労働基準部賃金室　� 022-299-8841

第4回初心者水泳教室
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楽しく学べるキッズ英会話

子育て支援講座
バランスの良いおやつ作り

　平成22年1月8日（金）～14日（木）に

かけて町内公民館や集会所などで、地上

デジタル放送を受信するために必要な準

備やデジタルテレビの特長について説明

会を開催します。開催日時・場所などに

ついての詳しい内容は住民の方々にダイ

レクトメールでご案内いたします。ぜひ

ご参加ください。

■問  総務省宮城県テレビ受信者支援セン
　ター　� 022-713-7205

　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。

�日時／12月16日（水）10：30～11：30
�場所／船岡公民館
�参加費／無料

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

　暗やみのホールで映画館のような大型

スクリーンと迫力ある音響をみんなで楽

しもう。途中休憩もあり、小さなお子さ

まも楽しめます。

�日時／ 12月 25日（金）
　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：こんな時どうす
　る？「危険から身を守る」、劇場版「超・

　仮面ライダー電王＆ディケイド」

　午後の部：こんな時どうする？「ルー

　ルとマナー」、映画「ヤッターマン」（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）

�参加費／無料

■問  船迫生涯学習センター   � 57-2011
　子どもの栄養に関する簡単なお話と、

バランスの良いおやつ作りを行います。

�日時／ 1月 15日（金）9:30 ～ 11:30
�場所／西住公民館
�対象／未就学児の親子
�募集人数／ 16人（先着順）
�材料費／ 500円
�持ち物／筆記用具・エプロン
�申込期限／ 1月 9日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�募集人員／ 4 歳児 1名
�入園資格／町内在住の平成 16年 4月
　2日から平成 17年 4月 1日までに生

　まれたお子さん

�申込方法／第一幼稚園で配布する入園
　願書にてお申し込みください。

�受付期間／12月15日（火）～22日（火）
　※土・日を除く

応募が複数の場合は、抽選となります。

応募がない場合は、その後随時入園とな

ります。

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　後期高齢者医療保険料については、現

在ほとんどの方が年金からの天引きによ

り納めていただいています。しかし、天

引きに該当していない一部の方について

は、納付書による金融機関等への納入を

お願いしています。納付書による納入に

該当している方は、いま一度、お手元に

お届けしております保険料の通知書をご

確認いただき、納期限を過ぎてまだ納め

られていないものがありましたら、早急

にお納めいただきますようお願いします。

�納付場所／七十七銀行、仙台銀行、仙
　南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合

　の各本支店、町民環境課、槻木事務所

■問  町民環境課　� 55-2114

　楽しく数学や理科を学び、読解力と考

える力を体験します。

�日時／1月11日（月）13：00～16：30
　（利用施設の状況により変更あり）

�場所／しばたの郷土館
�参加費／ 5,600 円（受講料 2,000 円、
　テキスト・2実験教材費 3,600 円）

�対象／小学 5年生～中学 2年生
※課題があります。

�募集人数／ 8人
�申込方法／氏名・学校・学年・興味の
　ある理科分野・連絡先をご記入いただ

　きＦＡＸでお申し込みください。

�申込期限／ 12月 25日（金）

■申 ■問  Pluto 事務局（田沢）
　（平日10：30～ 15：30）

　インターネットは私たちの生活に欠か

せない便利なコミュニケーションツール

となりました。しかし、その反面、ウィ

ルス、迷惑メール、架空請求、誹謗中傷、

学校裏サイトなどさまざまな問題が多く

なっています。そこで、事例などを参照

しながらインターネットの安心安全な利

用についてのセミナーを開催します。

�日時／ 12月 19日（土）
　14：00～ 15：30

�場所／しばたの郷土館
�参加費／無料
�主催／宮城県インターネットサービス
　協会

�後援／宮城県高度情報化推進協議会

■問  ジェットインターネット㈱
　� 51-0567

　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 5人
�参加費／ 4,000 円（月額）
�申込期限／ 12月 29日（火）

■申 ■問  松下　

Pluto　クラブ・かたりすと

総合学習講座Vol.2
しばた地域受講生募集

柴田町立第一幼稚園

21年度入園児追加募集

後期高齢者医療保険料の
納め忘れはありませんか？
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冬休み凧作り教室

�日時／ 12月 29日（火）9：00～ 14：00　　　�場所／みやぎ仙南農業協同組合
�内容／正月用切り餅・もち加工承ります。とん汁サービス（先着200名様）。お買
　い上げ金額に応じたくじ引きもあります。※営業日：火、木、土曜日10：00～ 13：00

■予 ■問  産直会ふ ･う ･ど　� 080-1830-1658　

　親子または、おじいちゃん・おばあ

ちゃんと凧を作り、お正月に家族で凧上

げをしませんか。参加費は無料です。

�日時／12月26日（土）9:30～11:00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／親子または祖父母
�募集人数／ 5組（先着順）
�持ち物／カッター
�申込期限／ 12月 24日（木）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

小学生から高校生のための春休み海外派遣事業参加者募集

　地場産そば粉を使用した、太陽の村の

そば打ち教室は、そば打ちの技を磨くの

に最適です。

�日時／12月26日（土）9：30～12：00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／ 2,000 円（昼食付き）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器
�申込期限／開催日の前日

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　どなたでも参加できます。

�日時／ 1月 7日（木）10：00～
�場所／船岡体育館（仙台大学隣）
�会費／ 1,000 円
�申込期限／ 12月 18日（金）

■申  行政区長または総務課
■問  総務課　� 55-2111

　12月 1日号掲載の道路工事

による交通規制の場所を詳しく

お知らせします。

�場所／船岡中学校南側の七作地区
�交通規制／車両通行止（昼夜間）
　工事は路線ごとに順次進めますので、

ご理解ご協力をお願いします。

■問  都市建設課　� 55-2121

�日程／平成 22年 3月 25日～ 4月 5日
�内容／ホームスティ、学校体験、英語研修、野外活動、ボランティア体験、文化交
　流、地域見学など（参加コースにより活動内容が異なります）

�派遣先／アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・ニュージーランド・フィ
　ジー・カンボジア

�対象／小学校2年生～高校3年生　　�参加費／28万円～38万円（共通経費別途）
�申込期限／平成22年 2月 5日（金）※申込先着順

■問  文部科学省所管　財団法人国際青少年研修協会　� 03-6459-4661

　皆さんが納める町税は、橋や道路、学校や公園の整備、ごみの収集や処理、消

防業務など、わたしたちの暮らしになくてはならない活動に使われ、これらの

サービスを提供する上で必要不可欠な財源です。いわば皆さんの生活のために必

要な費用を町民の皆さんで分担する「社会の会費」です。これまで納税相談もな

く納付のない滞納者に対しては、不動産や給与、預貯金、債券などの差し押さえ

を行ってきましたが、昨年からは、住宅、事務所などの家宅を捜索し、電化製品、

調度品など「動産」の差し押さえを行い、本年度インターネット公売を実施、現

金化し、滞納した税金に充当させています。さらには、町税の徴収が難しい滞納

事案を共同して専門的に処理する仙南地域広域行政事務組合滞納整理課を仙南2

市 7町で組織し、本町でも悪質な滞納者をこの組合に移管し、財産調査、不動産、

給与、預貯金などの差し押さえ、公売などの滞納処分を迅速、確実に行うことと

しています。滞納処分を受けてからでは遅すぎます。納め忘れのある方は、早め

の納税をお願いします。来庁による納税相談を実施しておりますので、ご相談く

ださい。

■問  税務課　� 55-2116

道路工事の
詳しいお知らせ

船岡中学校船岡中学校

至仙台大至仙台大 新栄通線新栄通線 至ヨークベニマル至ヨークベニマル

太陽の村

本格そば打ち教室
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主な行事日学　校

フリー参観20船岡小学校
� 55-1064

校内書き初め展20～22

船岡支援学校交流
会（4年）

29

校内書き初め展14～15
槻木小学校
� 56-1029

校内書き初め展15～18柴田小学校
� 56-1430

通学路安全指導18

カルタ大会27

校内書き初め展18～20
船迫小学校
� 55-5394

民話を聞く会
（1～ 3年）

22西住小学校
� 53-3227

租税教室（6年）29

校内書き初め展18～22
東船岡小学校
� 55-1811

実力試験13
船岡中学校
� 55-1162

校内書き初め展12～22
槻木中学校
� 56-1331

実力試験12船迫中学校
� 54-1225

校内書き初め展13～20

始業式8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。

■槻木生涯学習センター　� 56-1997

  一般書 　「運命の人3」、「運命の人4」山崎豊子、「後

家楽日和」花井幸子、「赤ちゃんの脳を育む本」久保

田競、「10代スポーツ選手の栄養と食事」川端利香、

「デジタルカメラ写真徹底活用術」岡本美津子、「ニッポン・ビューティ」白江亜古、

「いくつになっても年をとらない9つの習慣」古川敏一、「老後も進化する脳」リー

ダ・ヴィ・モンタルチーニ、「忘れられない、あのひと言」いい人に会う編集部、「新

参者」東野圭吾、「きみのいる場所」、「君といたとき、いないとき」ジミー、「納棺夫

日記」青木新門、「体温免疫力」安保徹、「安保徹の食べる免疫力」安保徹

  児童書 　「きかんしゃトーマスおはなしえほんアニーとクララベル」、「きかんしゃ

トーマスおはなしえほんエドワード」、「きかんしゃトーマスおはなしえほんクラン

キー」、「きかんしゃトーマスおはなしえほんハロルド」、「きかんしゃトーマスおはな

しえほんバーディー」ウィルバード・オードリー、「あらしのよるに」、「あるはれたひ

に」、「くものきれまに」、「きりのなかで」、「どしゃぶりのひに」、「ふぶきのあした」、

「まんげつのよるに」きむらゆういち、「くらべる図鑑」加藤由子、「いますぐ考えよ

う！地球温暖化1・2・3」田中優、「大自然とあそぼう1・2・3・4・5」成田寛、「マ

マと赤ちゃんのたべもの絵本やさい・くだもの」真木文絵、「やまださんちのてんきよ

ほう」長谷川義史、「おねえさんになるひ」ローレンス・アンホル、「おへそのあな」

長谷川義史、「かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう」原ゆたか、「けものの奏

者�・�・�・�」上橋菜穂子、「ズッコケ人生相談」、「ズッコケ人生相談パート2」

那須正幹

■船迫生涯学習センター　� 57-2011

  一般書 　「あるキング」伊坂幸太郎、「終の住処」磯崎憲一郎、「鷺と雪」北村薫、

「6teen」石田衣良、「人間の運命」五木寛之、「かけら」青山七恵

  児童書 　「だるまさんが」かがくいひろし

■船迫公民館　� 56-5128

  一般書 　「新参者」東野圭吾、「半島へ、ふたたび」蓮池薫、「筆談ホステス」斉藤里

恵、「脳で旅するクオリア」茂木健一郎、「同期」今野敏

  児童書 　「デモナータ＜9幕＞暗黒のよび声」ダレン・シャン

　茶道には普段の生活に生かしたくなる

ような立ち居振る舞いがたくさんありま

す。また、「もてなす心」と「思いやる心」

が交じり合う「茶の湯」に触れることに

より、和室での美しい所作と和の心を身

に付けます。最終日は、しばたの郷土館

「如心庵」で本格的なお茶会を実施しま

す。

�日時／ 1月 15日（金）・22日（金）・29
　日（金）13：00～　計 3回
�場所／船迫生涯学習センター
�対象／町内成人
�募集人数／ 15人
�参加費／お茶・菓子代実費（3 回で
　2,100 円）

�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）
�申込期限／ 1月 9日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�日時／申込者に後日通知します。

�配布樹木／キンモクセイ（80�程度）

�対象／平成 21年 1月 1日から 12月

　31日までに住宅を新築し居住されて

　いる方（増改築・賃貸家・アパート・

　事務所を除きます）。

�申込方法／電話もしくは、普通はがき

　により、「新築した住所・氏名・電話番

　号」を記入のうえ申し込みください。

�申込期限／2月1日（月）※当日消印有効

■申  〒 989-1692　柴田町船岡中央二丁
　目3番45号　柴田町緑化推進委員会

　（事務局：地域産業振興課内）

　� 55-2122

　町では、降雪量がおおむね 10�以上

になった場合、幹線町道や集落幹線町道

の車道を中心に除雪作業を実施します。

坂道や日陰、交差点など、凍結の恐れが

ある場合には、融雪剤とすべり止め用砂

の散布を行い、凍結防止に努めます。

○除雪作業は昼夜問わず実施しますので、

　路上駐車はしないようにしてください。

○除雪車は重機のため、道幅の狭い車道

　では通行の妨げになる場合があります。

　作業にはご理解ください。

○除雪した雪が宅地前に残ってしまいま

　す。各家庭での除雪にご協力ください。

○除雪した雪を道路に出さないようにし

　てください。

■問  都市建設課　� 55-2120

平成 21年に柴田町内に
新築された皆さまに

キンモクセイを
無料配布します

和を学ぶ

普段着のお茶教室
除雪作業除雪作業ににご協力をご協力を
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