
お知らせ版
平成20年6月1日

広報しばた・お知らせ版・第605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/

■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　おいしい枝豆を想像しながら、畑に苗

を植え付けます。無事育ったところで秋

には収穫。もぎたての枝豆をいただきま

す。参加費は無料です。

�日時／6月14日（土）10：00～11：30
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学生の親子 10組（先着順）
�申込期限／ 6月 10日（火）
※収穫の予定 9月 6日（土）は 1組 500円

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　5月 1日から窓口での「本人確認」が法律により義務付けとなっています。これは、

第三者によるなりすましなどの不正を防ぐためのものです。

　窓口では、窓口に来られた方について必ず本人確認を行いますので、本人確認書類

を忘れずにお持ちください。本人確認書類や委任状を忘れた場合は、申請受付が出来

ませんのでご注意ください。

◎本人確認書類

1．　次のものは1点

運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、外国人登録証明書、

身体障害者手帳、療育手帳などの国または地方公共団体の機関が発行した免許証、

許可証もしくは資格証明書など

2．　次の場合は2点（イ＋イ）または（イ＋ロ）

イ　健康保険や介護保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、住民基本台帳カー

　　ド（顔写真なし）

ロ　学生証・法人が発行した身分証明書で顔写真が貼付されたもの
※代理人や使いの方については、さらに、委任状などの書面により代理権限の確認も行います。

■問  町民環境課　� 55-2113　　槻木事務所　� 56-1311

ウィークエンド遊ゆう塾

「枝豆を植えて、秋に収穫」
町営住宅入居者募集
　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なります。

�募集住宅／①並松 5－ 1号（2K）

　　　　　　②神山前 1－ 204号 (2K)

　　　　　　③神山前 3－ 308号 (2K)

　　　　　　④神山前 3－ 407号 (2K)

　　　　　　⑤船岡駅前 202号（3LDK）

　　　　　　⑥北船岡 1003号（1LDK）

�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

　書類を添付し、お申し込みください。

�受付期間／ 6月 2日（月）～ 13日（金）

　8：30～ 17：15　※土・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　� 55-2120

　児童手当を受けている方は、毎年 6月

に「現況届」の提出が必要です。この届

は、引き続き児童手当が受けられるかど

うかの受給要件を確認するものです。対

象受給者には、6月中旬に個別に通知し

ますので、内容を確認して提出してくだ

さい（公務員を除く）。

　この現況届が提出されないと、6月分

以降の児童手当が受けられなくなります

ので、必ず提出してください。

�提出先／子ども家庭課または槻木事務所
�提出期限／ 6月 30日（月）まで

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　原油価格の高騰による暖房用灯油購入

費の助成として、対象の方に柴田スタン

プ会の共通商品券を交付しました。商品

券は灯油購入以外でも利用できます。

　お早めに、スタンプ会加盟店でご利用

ください。

■問  企画財政課　� 54-2111

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子であそびにきてね！～

�日時／6月3日（火）10：00～11：30

�場所／西住公民館

�対象学区／西住小学校区

�対象／就学前のお子さんと保護者

�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。

�日時／6月19日（木）9：45～11：00

�場所／槻木保育所

�対象／1歳～就学前のお子さんと保護者

�持ち物／各自必要なもの

�申込期限／ 6月 16日（月）

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

一緒に遊ぼう
～保育所のお友達と遊びましょう♪～

児童手当現況届の
受付について

冬季生活助成の商品券の
ご利用はお済みですか



お知らせ版●2 第 605号

　子宮がん検診が 6月 2日（月）～ 7月

31日（木）まで実施されます。1月の申

し込み時に申し込まれなかった方で、子

宮がん検診の受診を希望される方は7月
25日（金）までお申し込みください。
�対象／町内に住所を有する 20歳以上
　の女性　※年齢は平成20年3月31日現在

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　青年期健康診査を申し込まれた方に受診通知書を送付します。町内実施医療機関で

の個別健診となります。予約が必要な場合もありますので、通知書にてご確認くださ

い。指定期間以外は受診できなくなりますので、必ず期間内に受診してください。な

お、受診の際は受診通知書と自己負担料、尿容器をお持ちになり、医療機関に提出し

てください。受診通知書が6月 6日（金）まで届かなかった場合はご連絡ください。

�健診期間／6月 2日（月）～ 30日（月）まで
�対象／19～ 39歳の方　※年齢は、平成21年 3月 31日現在です。
�自己負担料／柴田町国民健康保険加入者　800円、左記以外の方　1,700円

 

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

 主な改正点
○国民年金保険料のクレジットカード納付
　国民年金保険料の納付について、支払いの手間が省けるクレジットカード納付が導

入され、平成20年 3月分の保険料から実施されます。

○学生納付特例事務法人の創設
　大学などの教育施設が国に申請して承認されれば、学生から委託を受けて、学生納

付特例の申請を代行できるようになります。

○学生納付特例申請のターンアラウンド化
　学生納付特例が承認された方で、次年度以降も在学が見込まれる方には、年度初め

に継続用の学生納付特例申請書用紙が送付されます。

○第3号被保険者期間の厚生年金分割制度
　離婚した場合に被扶養配偶者の第3号被保険者期間に係る、配偶者の厚生年金（保

険料納付記録）を分割することができます。

○任意加入被保険者の口座振替原則化
　平成20年 4月以降に国民年金に任意加入される場合、原則として口座振替をお申

し込みいただくようになります。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　母子父子家庭等の方が生活上抱えてい

る問題に、弁護士が無料で特別相談会を

実施します。ひとりで悩まずに、お気軽

にご相談ください。（要予約）

�日時／6月18日（水）・8月20日（水）
　　　　13:00 ～ 14:00

�場所／県仙南保健福祉事務所

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　母子・障害班　� 53-3132

　歯や口の健康に関して、理解や関心を
深めていただくために、さまざまなコー
ナーを準備しています。
�日時／ 6月 7日（土）13：00～ 15：30
�場所／村田町保健センター
�内容／●無料フッ素塗布（受付14：00～）
　●川柳展示●歯科健診・相談●細菌（歯
　こう）が見られる顕微鏡コーナー●歯
　科訪問診療コーナー●スタンプラリー
　（すべて回った方に景品をプレゼント※先着順）
　●まちの保健室●骨量測定　など
�主催／柴田郡歯科医師会、仙南地域医
　療対策委員会柴田支部委員会

■問  健康福祉課　� 55-2160

　絵本や紙芝居、わらべ歌を一緒に楽し
んでみませんか。好きな絵本や紹介した
い本をお持ちください。
�日時／６月19日（木）10：30～11：30
�場所／船岡公民館（船岡小学校隣）
�参加費／無料

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　� 55-0916

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／ 6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／ 6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

■申 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

平成 20年 4月から年年年年年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金金金金金制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度年金制度ががががががががががががががが一一一一一一一一一一一一一一部部部部部部部部部部部部部部変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたた一部変わりました

電話番号医療機関名電話番号医療機関名
町
内
実
施
医
療
機
関

57-1231高沢外科・胃腸科56-1451乾医院
56-1012玉渕医院55-1702太田内科
54-1034船岡今野病院56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院
55-4103宮上クリニック54-3755佐藤内科クリニック
54-2316村川医院57-2310しばた協同クリニック

55-1555仙南クリニック
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　自動車損害賠償責任保険ならびに任意

自動車保険の請求について、専門の相談

員が相談に応じます。詳しくはお問い合

わせください。相談料は無料です。

■問  社団法人日本損害保険協会東北支部
　仙台自動車保険請求相談センター
　� 022-223-9222
　http://www.sonpo.or.jp

　仙台国税局では、バイタリティあふれる税務職員を募集しています。税務職員は、

国の財政を支える重要な仕事を担い、国税局や税務署において、調査・検査や指導な

どを行う税務のスペシャリストです。あなたもチャレンジしてみませんか！

�受験資格／昭和62年 4月 2日～平成 3年 4月 1日生まれの方
�受付期間／6月 24日（火）～ 7月 1日（火）
申込書の請求は、最寄りの税務署、仙台国税局または人事院東北事務局にあります。

■問  人事院東北事務局� 022-221-2022　　仙台国税局人事第二課� 022-263-1111

　奥の細道、伊勢物語、百人一首を中
心に古典を楽しむ講座の受講生を募集
します。
�日時／ 6月 28日（土）～ 10月 4日
　（土）の計8回　10：00～11：30
�場所／しばたの郷土館
�内容／奥の細道、伊勢物語、福島県
　の歌枕などを鑑賞します。
�募集人数／25人（先着順）
�参加費／2,000円
�申込期限／6月21日（土）

�日時／ 6月 14日（土）・28日（土）
　9：30～11：00
�場所／しばたの郷土館
�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
�協力／柴田町トンボ玉愛好会

6 月のトンボ玉体験会

�日時／ 7月 2日（水）・3日（木）

　9：00～15：40　※受講はどちらか1日のみ

�場所／仙南広域視聴覚教材センター

�対象／仙南地域在住者（高校生以上）、

　勤務者　※受講料は無料です

�申込期限／ 6月 24日（火）

■申 ■問  生涯学習課 � 55-2135、槻木生
　涯学習センター � 56-1997、仙南広

　域視聴覚教材センター　� 52-3433

�開会日時／ 6月 6日（金）10：00（予定）
�場所／役場議会議事堂　※傍聴席は6階
�傍聴手続き／傍聴席入口にある傍聴人
　受付票に氏名などをご記入ください。

�日程／ 6月 6日（金）町政報告など
　9日（月）～ 11日（水）一般質問
※以後の日程については、議案の内容により決
　定します。

■問  議会事務局　� 55-2136

　どんな絵本が出てくるかお楽しみ！昔

の遊びも楽しみましょう。

�日時／6月12日（木）15：30～17：00

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／小学生、幼児とその保護者

�募集人数／ 20人（先着順）

�参加費／無料

�申込期限／ 6月 11日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

ひとりで食べると寂しい食事もみんなと

一緒だと美味しいですね。ミニ勉強会と

おしゃべりしながら外食しませんか？

�日時／ 6月 18日（水）11：00～
�場所／蕎麦処　陣屋
�対象／ひとり暮らしおよび日中ひとり
　の高齢者

�食事代／実費負担
�申込期限／ 6月 13日（金）

■申 ■問  佐藤　� 57-1065
　  　鈴木　� 55-2328

　難しそうだと思っている人のために、

簡単に作れる手打ちうどんの体験です。

その名も「手ぬきうどん」。

�日時／ 6月 14日（土）9：30～ 12：00

�場所／柴田町太陽の村

�募集人数／ 8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／ 6月 13日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

�日時／8月4日（月）～7日（木）の4日
　間　9：00～ 12：00

�場所／大河原商業高等学校
�内容／ワープロ（Word）の基礎
�対象／ 18歳以上の初心者
�募集人数／ 40人※応募者多数の場合は抽選
�受講料／無料（ただし、テキスト代720円）
�申込方法／往復はがきに、郵便番号、
　住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、

　職業、電話番号を記入し、お申し込み

　ください。

�申込期限／ 7月 11日（金）必着

■申 ■問  大河原商業高等学校
　〒989-1201大河原町大谷字西原前
　154-6　� 52-1064

　土石流、地すべり、がけ崩れなど、土

砂災害はいつどこで発生するか分かりま

せん。普段から避難場所、避難経路など

を話し合っておきましょう。

■問  都市建設課　� 55-2120

「古典入門」の受講生募集

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」

太陽の村

手ぬきうどんつくり教室

16ミリ映写機操作技術講習会

絵本読み聞かせ会

みやぎ県民大学学校等開放講座

～やさしいパソコン講座～

平成20年度 国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験（高校卒業程度）
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�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／ 6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

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
6月 3 日（火）佐藤由美子

生　　活
6月10日（火）近江　宣男

6月17日（火）飯渕　紀子

6月24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　� 58-1771（船岡字中島68）

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
6月 4 日（水）菊地　康子

人　　権 6月11日（水）郡山登美子

6月18日（水）桂川　クメ

6月25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
6月13日（金）大友　勝彦

人　　権
6月27日（金）本多　敬一

6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

※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。

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
6月 8 日（日） 9:00～16:00

6月22日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
6月 1 日（日） 9:00～16:00

6月15日（日） 9:00～16:00
　※行事等により変更になる場合があります。

体
育
館
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 

日時／6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／6月19日（木） 19:00
場所／船岡公民館

7
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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

【手口を知りましょう】
　おれおれ詐欺　孫や子供、配偶者になりすまし電話で家族をだまして金銭を振り込
ませる手口です。

　架空請求詐欺　不特定多数の人に対して支払い根拠のない請求をしてお金をだまし
取る手口です。

　融資保証金等詐欺　融資の申込者から保証金や保険料などの名目でお金をだまし取
る手口です。口座に勝手に振り込んで高額な返済金を要求する手口もあります。

　還付金詐欺　税金や保険料の返還を装って逆にお金を振り込ませる手口です。

【だまされないために】
　これらの振り込め詐欺の共通点は、突然根拠の無い請求をすることです。心理的に

動揺させ、時間の猶予を与えず「すぐ対応しないと大変なことになる」と思わせます。

まず慌てず冷静になりましょう。事実や支払い根拠を確認するまではお金を振り込ま

ないことが大切です。万一振り込んでしまったら、金融機関と警察に連絡しましょう。

なにかおかしい、不審だと感じたら、警察や消費生活相談窓口に相談しましょう。

■問  町民環境課� 55-2113　　大河原地方振興事務所県民相談センター� 52-5700

　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／6月13日（金）15：30～16：30

�場所／柴田町役場

�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

　会員 16人の作品 100鉢を展示

�日程／ 6月 14日（土）・15日（日）
�会場／柴田町民体育館ロビー

■問  柴田町さつき会（平間）� 54-2678

　町では現在、住民参加の「まちの図書

館設置検討会」を組織し、町立図書館の

開館と図書館サービスについての検討を

行っています。図書館がほしいと思って

いる皆さん、つなぎの図書館を実践して

いる利府町の現状をお聴きし、一緒に考

えてみませんか。参加費は無料です。

�日時／ 6月 7日（土）13：30～ 16：00

�場所／船迫生涯学習センター

�講演／「利府町におけるつなぎの図書

　館の現状と課題」

　講師：田中伸哉氏（利府町図書館長）

■問  島貫　� 080-5558-2955

振り込め詐欺にご注意を！

献血車が来町します
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�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／6月 20日（金）
※応募者多数の場合は抽選とします。申込者が少ない場合は講習を中止する場合があります。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　� 57-1501　� 55-2250

仙南地域職業訓練センター教室受講生募集

朗読ボランティア募集

　日本人の死亡原因、第1位のがんと第3位の脳卒中は、無症状のうちに早期発見し

早期治療することが大変重要です。どうすれば、がんや脳卒中は予防できるか、実際

の症例をお見せしながらわかりやすくお話しします。また、がんの補助診断で有効と

される超音波検査についてもお話しします。入場無料です。

�日時／ 6月 15日（日）14：00～ 16：00　　　　�場所／船迫生涯学習センター
�内容／○講演1「ここまでわかる超音波検査」　講師：大畑健氏（総合南東北病院臨
　床検査科技師長）　○講演2「脳卒中とがん～予防の重要性～」　講師：松島忠夫氏

　（総合南東北病院院長）

■問  総合南東北病院　� 0120-373-468

1　地域別最低賃金は、決定基準が見直

　され生活保護に係る施策との整合性に

　も配慮することとなりました。

2　違反した場合の罰金額の上限が 2万

　円から 50万円に引き上げられます。

3　精神または身体の障害により著しく

　労働能力の低い者などに関する適用除

　外規程が廃止され、最低賃金の減額の

　特例が新設されます。

4　派遣労働者については、派遣先の地

　域別（産業別）最低賃金が適用されま

　す。

■問  宮城労働局労働基準部賃金室
　� 022-299-8841

　町が発行する広報誌を読み、テープに

録音して、目の不自由な方に届けていま

す。研修会を開催しますので、ご参加く

ださい。参加費は無料です。

�日時／ 6月 28日（土）10：00～

�場所／しばたの郷土館

�申込期限／ 6月 20日（金）

■申 ■問  朗読ボランティア結（山口）
　� 54-3883

　平成 21年 3月高校卒業予定者の求人

受付が 6月 20日から始まります。高校

生の就職環境はまだまだ厳しいことから、

早期の採用計画を検討いただき、より多

くの求人申込をお願いします。

■問  ハローワーク大河原（公共職業安定所）
　求人・専門援助部門　� 53-1042

お詫びと訂正
　お知らせ版5月 15日号 4ページの

「国民健康保険税」に誤りがありまし

た。お詫びして訂正します。

誤）世帯割額　　　　正）平等割額

■問  税務課　� 55-2116

講　座　内　容日　　時講　座　名

求職者および福祉関係の就職を希望
する方を対象に、ホームヘルパー 2
級取得に向けての養成講座です。修
了者は介護員（ホームヘルパー）2
級課程の資格が同時に取得できます。

7月 1日（火）
　～ 9月 1日（月）
（約 20日の講習お
よび 4日間の実習）
9:10 ～ 16:00

2級ホームヘルパー
養成講座

受講料：60,000 円
募集人数：20人
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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。

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

6/4（水）
12:45 ～ 13:15阿部先生平成 20年 1月生まれの方4か月児健康診査

12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 18年 11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

  9：15～   9：45平成 19年 6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小屋先生平成 18年 2月生まれの方2歳児歯科健康診査17（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
18（水）

12：45～ 13：15板野先生、小田部（岳）先生平成 16年 12月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  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）23（月）

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）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）24（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付25（水）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
7/2（水）

12：45～ 13：15阿部先生平成 20年 2月生まれの方4か月児健康診査

  9：15～   9：45平成 19年 7月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）3（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 18年 12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

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）11（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
52-1080大河原はせ歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック55-1702船　岡太田内科6/1

55-4025船　岡歯科ヒライ56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科52-1123大河原安藤医院8

53-4390大河原スエヒロデンタルクリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-3755船　岡佐藤内科クリニック15

53-3563大河原村上歯科医院51-1502大河原大河原整形外科83-6061村　田村田内科クリニック22

52-1563大河原もり歯科クリニック57-1231船　岡高沢外科・胃腸科51-5355大河原さくら小児科29

52-3900大河原さくら歯科51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-2777大河原平井内科7/6

84-2266川　崎山家歯科クリニック83-2172村　田善積医院83-2445村　田中核病院村田診療所13

　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？

�日時／ 6月 20日（金）9：30～ 11：30　　　　　�受付時間／9：20～ 9：30

�場所／保健センター

�内容／ママ体験（胎児人形抱っこ体験など）、妊娠中の食生活、歯の手入れについて、妊

　婦生活についてみんなで語ろう！

�募集人数／妊婦15人（先着順）　　　　　�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

�申込期限／6月 13日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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