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�日時／ 2月 27日（土）13：00～ 15：30　　　�場所／槻木生涯学習センター

�内容／介護予防体験発表

　　　　講演：演題「笑顔満開�楽しい毎日！」

　　　　　講師：㈱余暇問題研究所　代表　山崎律子先生

�対象／町民の方および介護に携わる関係者の方

�参加費／無料・申込不要・直接会場にお越しください。

�持ち物／①玄米ニギニギダンベル（お持ちの方）　②手ぬぐい
　　　　　　※玄米ニギニギダンベルは貸出分を用意していますが、数に限りがあります。

　当日は混雑が予想されますので、駐車場をご利用の方は乗り合せにご協力ください。

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）　� 55-2159

　宮城県と仙台市が共同で設置した「新

型インフルエンザ相談窓口」は 1月 31

日をもって休止となりました。今後の新

型インフルエンザに関する相談は最寄り

の保健所で受け付けております。また、

新型インフルエンザに関する情報は、宮

城県のホームページで提供しています。

�仙南保健所／� 53-3121
�受付時間／平日 8：30～ 17：00

■問  健康福祉課　� 55-2160

引っ越しトラブルを
避けるために

 賃貸住宅の入居・退去
〇契約書などをよく読み、あいまいな点

　はその場で確認し、納得してから契約

　しましょう。

〇入居時の状態を写真（日付入り）に撮っ

　ておき、傷や汚れのついた時期や原因

　を明確にしておきましょう。

〇退去時は貸主の立ち合いのもとで部屋

　をチェック。負担について確認しまし

　ょう。

 引っ越し業者への依頼
〇複数の業者に見積りを依頼して比較検

　討しましょう。

〇段ボール箱などが無料提供の場合は成

　約まで受け取らないようにしましょう。

〇料金、運賃、作業予定時刻（開始～終

　了）、梱包の有無、作業員数、責任者名

　などについて契約書を交わしましょう。

〇業者が保険（破損などの事故対応）に

　入っているか確認しましょう。

〇キャンセル料についても確認しましょ

　う。

■問  町民環境課　� 55-2113

町営墓地（松ケ越地内）使用者募集

　1月に配布した「がん検診等申込書（平成22年度実施分）」の提出はお済みでしょ

うか。まだ申込書がお手元にある方は、至急ご提出ください。

　4月から胃がん検診、5月から大腸がん検診・前立腺がん検診の実施を予定してい

ます。

　結核検診については、感染の拡大を防止するため、申し込みの有無が確認できない

方に対しても受診票を配布することになりますので、ご了承願います。職場や医療機

関などで受診する方は、申込書に「×（受けない）」を付けてご提出ください。

　転入された方には随時申込書を配布していますが、転入手続き後1カ月を過ぎても

申込書が届かない場合はご連絡ください。電話でもお申し込みを受け付けています。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　柴田町営墓地の使用者を募集します。

�募集区画／第1墓地 4区画、第 2墓地 1区画

�永代使用料／第1墓地 138,000 円：区画（納骨堂なし）4.19�～4.81�

　　　　　　　第2墓地 425,000 円：区画（納骨堂あり）5.06�

�管理料／1,200円（年額）※毎年6月に納付書を送付します。

�対象／町内に住所を有する方

�申込受付／役場町民環境課および槻木事務所（印鑑持参）
※申し込みは第1墓地、第 2墓地のいずれかになります。

�申込期限／3月 12日（金）※申し込み多数の場合、抽選会を行います。

�抽選会／3月 26日（金）※詳細は申込時にお渡しする「案内」をご覧ください。

■申 ■問  町民環境課　� 55-2114
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　生活保護に準ずる程度に生活が困難な
世帯に対し、お子さんの就学を確保する
ため、学校での勉強に必要な学用品、修
学旅行、学校給食などの費用を一定の範
囲内で援助する「準要保護児童生徒就学
援助制度」があります。詳しくは、お問
い合わせください。

■問  教育総務課　� 55-2134

　「数社からの借入があり、今後の返済
をどうしようか」「収入の予定が狂ってし
まって、返済ができない」「返済のために、
また新たな借入をしなければならない」
このような悩みを抱えている方は、一人
で悩まずに、ご相談ください。借金の問
題は必ず解決できます。弁護士、消費生
活相談員が無料で相談に応じます。
�日時／ 3月 5日（金）9：30～ 15：30
�場所／県大河原合同庁舎
�募集人数／ 8人（事前予約制）
�予約受付期間／2月22日（月）～26日
　（金）9：00～ 16：00
�予約受付電話／ 52-5700

■問  大河原地方振興事務所県民サービセ
　ンター　� 52-5700

　町民の皆さまが気軽にくつろげる交流サロン、簡単な打ち合わせなどに利用できる多目的スペース、さまざまな情報が得られる

情報コーナーなどを備えたしばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」が、イオンタウン柴田ショッピングセンター内に 2月 21日（日）
にオープンします。人が集まるショッピングセンターの環境を生かし、グループ・団体な
どで活用してみませんか？お気軽にお立ち寄り、ご相談ください。

�場所／イオンタウン柴田ショッピングセンター内（上名生字新大原194-1）
�開館時間／10：00～ 18：00（講座の開催などで夜間開館の場合もあります）
�休館日／原則月曜日、年末年始
�施設の主な内容／
①交流サロン：気軽に休憩、おしゃべりなどに

②多目的スペース：打ち合わせなどに

③ギャラリースペース：作品の展示などに

④作業スペース：印刷、製本作業などに（印刷は実

　費負担が必要になります）

⑤情報コーナー：行政や各種団体の情報が得られます。

　また、団体やイベント情報の発信にもご利用できます。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

2 月 21 日（日）
11：00～ 17：00

オープニングセレモニー、太

鼓演奏、よさこい演舞、餅つ

き（無料配布・数量限定）、人

形劇公演、英会話教室無料体

験、各種展示会
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■囲碁の部（参加人数 32人）

Ａクラス（三段～七段）
○優勝　佐藤良幸　○準優勝　阿部哲

男　○第3位　古寺正道　○第4位　

三品貞彦　○第 5位　川上元也

Ｂクラス（初段～二段）
○優勝　小田島政憲　○準優勝　斎勇

○第 3位　水戸新　○第 4位　三浦

浩・立崎次雄

Ｃクラス（7級～ 1級）
○優勝　鎌田茂　○準優勝　加藤正弘

○第3位　菅野悦郎　○第4位　青木

登　○第 5位　大友一二

■将棋の部（参加人数 32人）

Ａクラス（初段～四段）
○優勝　三澤泰雄　○準優勝　佐藤力

雄　○第3位　佐藤光政　○第4位　

山形正夫　○第 5位　森正七

Ｂクラス（2級～初段）
○優勝　蓬田幸作　○準優勝　大槻亨

○第3位　小野勝義　○第4位　佐々

木文雄　○第 5位　門田政雄

Ｃクラス（6級～ 3級）
○優勝　高橋磨　○準優勝　渡辺慶彦

○第3位　堀内遼太　○第4位　舟山

宗一　○第 5位　平井正雄
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町育英会奨学生募集
平成 22年新春
囲碁将棋大会結果
（1月 24日・槻木生涯学習センター）

　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。

�資格／○町内に1年以上住所を有して
　いる方の子弟で、高等学校（盲学校、
　ろう学校、養護学校高等部を含む）、高
　等専門学校、大学（修業年限 2年以上
　の専門学校を含む）への進学予定者お
　よび在学者
　○学術優秀、品行方正、身体強健で、学費
　の支払いが困難であると認められる方
�貸付期間／進学しようとする学校、また
　は在学する学校の修業年限の終期まで
�募集人数／若干名（5月中旬開催の選
　考委員会にて決定）
�申込期間／2月1日（月）～3月1日（月）

　

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

育英会会員募集中！
　柴田町育英会では、より多くの希望者
に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
さる会員も募集しています。皆さまのご
協力をお願いします。

貸付月額奨学生の種類

24,000 円大学奨学生（私立）

20,000 円
大学奨学生
（公立・短大・専門学校）

13,000 円高校奨学生
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水道メーター検針員
募  集

　町の水道メーター検針業務をしていた

だける方を募集します。詳細については、

面談の上、決定します。

�対象／町内在住の満 50歳までの方で

　原動機付自転車以上の免許を有する方

�募集人数／ 1人

�検針区域／船岡小学校区内

�申込方法／履歴書に必要事項を記入の

　上、お申し込みください。

�申込期限／ 2月 26日（金）

■申 ■問  上下水道課　� 55-2119

�募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。なお、企業の雇用調整などによる雇い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いたします。

○柴田町に住所を有する方（ケアマネジャーを除く）　 ○ 65歳未満の方（一般事務等補助を除く）

○過去に町の緊急雇用対策で雇用された方は除きます。

�職種および業務内容／

柴田町臨時職員（新卒高校生および一般対象）を募集します（緊急雇用対策）

�雇用期間／平成22年 4月 1日～平成 22年 9月 29日
�勤務条件／○勤務時間　月曜日～金曜日　8：30～ 17：15（1日 7時間 45分勤務）月20日程度

　　　　　　（職種により、勤務時間が異なる場合があります）

　　　　　　ただし、ケアマネジャーは9：00～ 17：00（1日 7時間勤務）

○賃金　　　日額　5,813円（時間給750円）

　　　　　　ただし、ケアマネジャーは日額7,700円（時間給1,100円）

○社会保険は勤務条件により加入いたします。

�申込期間／○2月 15日（月）～23日（火）まで（受付時間：8：30～ 17：00まで　土、日曜日を除く）
○募集人数に満たない場合は、随時募集とします。

�申込方法／○受付　　柴田町役場総務課秘書職員班
○提出書類　　市販の履歴書（写真添付）

　　　　　　　離職した方は、就職時の雇用契約書または雇い入れ通知書もしくは離職票などの写し

　　　　　　　新卒高校生の方は卒業見込証明書
※上記書類は返却しませんのでご了承願います。

�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）。
�その他／○採用決定後、健康診断書の提出をお願いします（なお、診断書は自費負担になりますのでご了承願います）。

■申 ■問  総務課　� 55-2111

�募集人数／1人　　　�勤務先／町内小・中学校
　

�募集人数／3人　　　�勤務先／町内小・中学校
　

�募集人数／1人　　　�勤務先／町内小・中学校
�条件／教職員免許状を有する方
　

�申込方法／履歴書に必要事項を記入の上、教育総務課へ持参ください。
�募集期間／2月 15日（月）～ 23日（火）8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

臨時学校事務補助員を募集します

臨時学校用務員を募集します

臨時特別支援教育支援員を募集します

応　　募　　資　　格職　　務　　内　　容募集人数職　　　種

平成22年3月に高等学校卒業（見込み）で、現在
求職活動中でかつ就職が未定の方（パソコン操
作（ワード・エクセル）ができる方）

一般的事務補助に従事3人一般事務等補助

草刈・剪定・施設修繕・へい獣処理など5人施設環境整備労務

ケアマネジャー有資格者
町の介護保険利用者への申請説明、介護保険
サービス窓口業務、ケアプランの点検など

1人ケアマネジャー
（介護支援専門員）

町内小中学校で、児童生徒への学習補助、図
書室での整備支援、学校環境整備など（学校
で行う業務全般支援）

9人校務支援業務
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平成22年度

ＮＨＫ学園高等学校
入学生募集

　国民年金の第1号被保険者（自営業者・農業従事者・学生などと、その配偶者）と

して保険料を納めている方には、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金以外に、

「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」といった給付が受けられる場合があります。

○付加年金
　定額の保険料（21年度　14,660 円）に月額 400円を上乗せして納めると、将来

受け取る老齢基礎年金に付加年金が加算されます。

付加年金額（年額）＝200円×付加保険料を納付した月数
※国民年金基金に加入している方、保険料の免除を受けている方は付加保険料を納めることはで
　きません。付加保険料の納付を希望するときは、お申し込みが必要です。

○寡婦年金
　第1号被保険者として保険料を納めた期間（免除期間を含む）が25年以上ある夫

か年金を受け取ることなく死亡したとき、10年以上婚姻関係があり生計を維持され

ていた妻に、60歳から 65歳までの間支給されます。

寡婦年金額（年額）＝夫の老齢基礎年金額×3／ 4
※夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたときは支給されません。
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

○死亡一時金
　第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金

を受けずに死亡したとき、その方と生計を同じくしていた遺族（配偶者、子、父母、

孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先順位の高い方）に支給されます。

　農作物の被害防止ならびにワイル病発

生予防のため、「野ネズミ駆除」を実施し

ます。

�散布日／ 3月 7日（日）
�実施区域／町内の耕作地（水田・畑・
　果樹園など）

�使用農薬／野そ用ヤソヂオン（5g小袋
　入・ダイファシン系粒剤累積毒）

�実施方法／農家の方が直接土中に埋め
　込みます。
※雨天などで実施しかねた場合は、1週間以
　内に実施します。

■問  柴田町水稲病害虫防除推進協議会事
　務局（地域産業振興課内）� 55-2122

　介護家族の会「よつば会」は、家族同

士が集い、介護についての情報交換や知

識を深めるとともに、互いに励まし合っ

て仲間の支え合いと介護の充実に向けた

活動を目的としています。

�日時／ 3月 3日（水）10：00～ 12：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�対象／介護をしている方、介護を経験
　した方。介護認定の有無、同居・別居

　や施設入所などは問いません。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

　肝臓機能障害に関する身体障害者手帳

の交付申請は平成22年 2月 1日から受

け付けを行っています。申請にあたりま

しては、身体障害者手帳指定医師の診断

書が必要ですので、主治医とご相談の上、

詳しい手続きの方法などは健康福祉課ま

でご相談ください。

�対象／○認定基準に該当する肝臓機能
　障害のある方　○肝臓移植を受け、抗

　免疫療法を実施している方

�認定基準／主として肝臓機能障害の重
　症度分類であるChild-Pugh 分類によ

　って判定します。3カ月以上グレード

　Ｃに該当する方が、おおむね身体障害

　者手帳の交付対象となります。ただし、

　診断前の6カ月間にアルコールを摂取

　している方などは対象とはなりません。
※Child-Pugh 分類とは、肝性脳症、腹水、血
　清アルブミン値、プロトロンビン時間、血
　清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の
　重症度を評価するもの。

■問  健康福祉課　� 55-5010

　ＮＨＫ学園高等学校は、全国どこに住

んでいても入学できる広域の通信制・単

位制の高校です。ＮＨＫの放送番組「高

校講座」の視聴による自宅学習を中心と

して、リポートや、月 1回～ 2回のス

クーリングで学習を進め、3年間で卒業

することができます。宮城県の協力校は

明成高校です。そのほか、年間 2回集中

的に学ぶ「集中スクーリング」や、放送

視聴とインターネットを全面的に活用し

てスクーリングの登校が年間4日程度と

なる「eコース」もあります。また、前

籍校の修得単位を生かして転入・編集も

できます。

　詳しい資料・入学願書は、ＮＨＫ学園

高等学校（フリーダイヤル）0120-06-

8881 へご請求ください。
※願書受付期間は新入生・編入生が 2月 1日
　～4月20日、転入生は7月までとなります。

■問  ＮＨＫ仙台放送局内「ＮＨＫ学園」係
　� 022-211-1016

野野野野野野野野野野野野野野ネネネネネネネネネネネネネネズズズズズズズズズズズズズズミミミミミミミミミミミミミミ駆駆駆駆駆駆駆駆駆駆駆駆駆駆除除除除除除除除除除除除除除野ネズミ駆除のお知らせ 介護家族の会

「よつば会」の会員募集中！
【定例会を行います】

国国民民年年金金保保の独独自給付自給付について

※保険料の一部免除を受けて3／ 4納付した月は3／ 4月、半額納付した月は1／ 2月、1／
　4納付した月は1／ 4月として計算します。
※付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます。
※遺族が、遺族基礎年金を受けられるときは支給しません。
※寡婦年金を受けられるときは、どちらか一方を選択します。

■問  ねんきんダイヤル　� 0570-05-1165

支給額保険料納付済期間

120,000 円3年以上 15年未満

145,000 円15年以上 20年未満

170,000 円20年以上 25年未満

220,000 円25年以上 30年未満

270,000 円30年以上 35年未満

320,000 円35年以上

平成22年 4月 1日から

身体障害者手帳の内部障害に
「肝臓機能障害」が加わります
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楽しく学べるキッズ英会話

富沢農園利用者募集

　妊娠、出産、子育ては誰もが初心者。
みんな同じように悩んでいます。楽しみ
ながら赤ちゃんを迎える準備をしてみま
せんか？事前予約は不要です。当日直接
会場にお越しください。
�日時／ 2月 23日（火）9：30～ 11：30
�受付時間／ 9：20～ 9：30
�場所／保健センタ－
�内容／みんなで妊娠・出産について語
　ろう！おなかの赤ちゃんに手紙を書い
　てみよう！先輩ママの出産体験談など
�対象／妊婦および家族の方
�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■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／3月5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／3月12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

　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／2月17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）
　

　確定申告の計算、税金の滞納、記帳を
覚えたい、融資を受けたい、新規開業し
たいなど、税金や商売に関することなら
なんでもご相談ください。
�日時／ 3月 1日（月）17：00～ 20：00
�場所／仙南民主商工会（西船迫）
※電話での相談も随時受け付けています。

■問  仙南民主商工会　� 55-3267

�日時／2月27日（土）13：00～15：00
2月 28日（日）9：00～ 14：00

�場所／船岡生涯学習センター
�内容／ 27日：作品展示
　28日：作品展示、芸能発表、即売コー

　ナー、お楽しみ抽選会など

■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520

　町内在住の母子家庭の親子交流会を行

います。気軽にご参加ください。

�日時／2月28日（日）10：30～15:00
�場所／船迫公民館
�参加費／一家族 300円※当日持参ください。

■問  柴田町母子寡婦福祉会（水戸）
　

　生きがいと健康づくりを目指し、地域

活動の指導者として必要な内容・方法を

体験を通して身に付けます。

�対象／県内居住のおおむね 60歳以上
　の方

�場所／①仙南校②大崎校③石巻校④気
　仙沼・本吉校⑤登米・栗原校

�募集人数／各校 40人
�学習期間／年間 22回程度：2学年制
�募集期限／ 3月 12日（金）※必着
�入学金／ 5,000 円
�受講料／年 15,000 円
※申込書は、各市町村の福祉担当課や生涯学習課
　および当会ホームページからも入手できます。

■申 ■問  宮城県社会福祉協議会
　� 022-225-8477

　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／ 2月 28日（日）

■申 ■問  松下　

�日時／ 2月 20日（土）14：00～
2月 21日（日）9：30～

�場所／農村環境改善センター
�内容／児童館園児演技・作品展示、小
　学校児童の演技・作品展示、地域の方
　の作品展示など

■問  柴小地区地域づくり推進協議会
　� 56-4777

�場所／富沢字赤柴地内
�区画／ 50�（5m× 10m）約 15坪
�利用料金／ 1区画 6,000 円（年額）
�利用期間／ 3月～平成 23年 2月
�主な施設／トイレ、水道、駐車場
�募集対象／特に指定なし
�申込期限／特になし
※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  富沢の集落営農を考える会
　会長　加藤武男　
　地域産業振興課　� 55-2122

　どなたでも参加できますので、ぜひお
越しください。参加は無料です。
�日時／2月28日（日）13：30～16：00
�場所／オーガ（大河原駅前）
�内容／話題提供①人が人らしく生きる
ために（医療、福祉、子育てなど）、②人
が人らしく生活するために（雇用、農業
など）、フリートーキング「みんなで仙南
地域のくらしを考えましょう」

■問  「仙南地域のくらしを考えるつどい」
　実行委員会事務局　� 53-2229

宮城いきいき学園
平成22年4月入学生募集
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主な行事日学　校

授業参観（1～ 5年）4船岡小学校
� 55-1064 6 年生を送る会8

離任式29

6 年生ありがとう
集会

3槻木小学校
� 56-1029

離任式29

お茶会3柴田小学校
� 56-1430 授業参観（1～ 5年）4

離任式29

授業参観（1～ 5年）3船迫小学校
� 55-5394 6 年生を送る会4

離任式29

6 年生を送る会5西住小学校
� 53-3227 離任式30

授業参観（1～ 5年）4東船岡小学校
� 55-1811 6 年生を送る会10

離任式29

1・2学年末考査1～2船岡中学校
� 55-1162 3 年ＰＴＡ2

1・2年ＰＴＡ12

授業参観（1～ 2年）18槻木中学校
� 56-1331

進路講演会（1年）3船迫中学校
� 54-1225 1・2年ＰＴＡ12

卒業式19小学校共通

卒業式9中学校共通

一日入学23

離任式29

修了式24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。

■船岡生涯学習センター　� 59-2520
 児童図書　ちか100かいだてのいえ（いわいとしお）、
かいじゅうたちのいるところ（モーリス・センダック）、

あいうえおうさま（寺村輝夫）、かいけつゾロリきょう

ふのちょうとっきゅう、かいけつゾロリイシシ・ノシシ大ピンチ（原ゆたか）、くっつ

いた、なーらんだ（三浦太郎）、ぴょんぴょんぱんのかばんです（香山美子）、ちびま

るこちゃんのことわざ教室（島村直己）

 一般図書　野村学校の男たち（永谷脩）、坂の上の雲と司馬史観（中村政則）、日本語
の作法（外山滋比古）、中高年から足腰力をつける本（石井直方）

■船岡公民館　�
 児童図書　ふたつの花（いもとようこ）、クッキーカウント（ロバートサブダ）、くま
のこうちょうせんせい（こんのひとみ）、ぼくのてぶくろ（ふくだすぐる）、こどもマ

ナーとけいご絵じてん（坂東眞理子）、だいくのたこ8さん（内田麟太郎）、霧の森と

なぞの声（岡田淳）

 一般図書　記憶の中の仙台（吉田兼彦）、暮らしの法律便利帳（仙台弁護士会編）、バ
ンド1本でやせる！巻くだけダイエット（山本千尋）、ほんとうにおいしい生地でつ

くるドーナツレシピ77（佐藤ひろ子）、弱者の兵法（野村克也）、大リーガーイチロー

の少年時代（鈴木宣之）、信長と信忠（鈴木輝一郎）、めくらやなぎと眠る女（村上春

樹）

■西住公民館　�
 児童図書　なつですよ、あきですよ、ふゆですよ（柴田晋吾）、とけいのほん1、と
けいのほん2（まついのりこ）、うずらちゃんのかくれんぼ（きもとももこ）、さかさ

ことばのえほん（小野恭靖）、おめでとうたいせつなあなたへ（いとうえみこ）、パパ

とママのたからもの（サム・マグブラットニィ）

 一般図書　新参者（東野圭吾）、神のなせる技なり（森田健）、贈りもの歳時記（松平
洋子）、伊達三代記（小川由秋）、すごい弁当力！（佐藤剛史）、孤宿の人（上）（下）（宮

部みゆき）

　地元柴田産のそば粉で「そば」を打っ

て風味豊かなそばを味わってみませんか。

�日時／ 3月 6日（土）9：00～ 13：00
�場所／農村環境改善センター
�内容／そばについて学習した後、そば
　打ちをして会食します。

�対象／小学生の親子（4年生以上）
�募集人数／ 8組（先着順）
�参加費／ 1人 600円
�持ち物／参加費、エプロン、持ち帰り
　用の容器

�申込期限／ 2月 27日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　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／ 3月 4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

　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／2月27日（土）、3月13日（土）
　9：30～ 12：00

�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／各 10人（先着順）
�参加費／ 2,000 円（試食あり）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器
�申込期限／各開催日の前日

■申 ■問  柴田町観光物産協会 柴田町太陽の
　村　� 56-3970

　お子さんからおじいちゃん、おばあ

ちゃんまでみんなが楽しめるコンサート

です。ご家族おそろいでおいでください。

入場は無料です。

�日時／ 2月 27日（土）10：00開演
�場所／船迫生涯学習センター
�出演者／口笛コーラス「ファルセット」
　（山小舎の灯、七つの子ほか）、「ビート

　ルズ」メロディを歌おう愛好会（イエ

　スタデイ、キャント・バイ・ミー・ラ

　ブほか）、大正琴奏者「阿部弘子さん」

　（さくらさくら、茶色の小瓶ほか）

■問  船迫生涯学習センター� 57-2011

「そば打ち」を
してみませんか 太陽の村

本格そば打ち教室
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