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■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　入院される場合、医療機関で1カ月に支払う自己負担額（保険診療分）が、限度額

適用認定証（以下、認定証）を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが高

額療養費の自己負担限度額までとなります。入院される時は事前に申請し認定証の交

付を受けてください。

国保
�交付の対象となる方／国民健康保険被保険者
○国保税に未納のある世帯については認定証が交付されないこともあります。

○70歳～74歳の高齢受給者の方は、認定証の提示がなくとも限度額までの負担とな

　りますので申請の必要はありません。ただし、世帯主および国保被保険者全員が住

　民税非課税の方はさらに限度額が下がりますので申請ください。

�申請に必要なもの／国民健康保険被保険者証、印鑑

後期高齢者医療
�交付の対象となる方／住民税非課税世帯に属する被保険者
�申請に必要なもの／後期高齢者医療被保険者証、印鑑

■問  町民環境課　� 55-2114

　平成20年度から24年度までの5年間、

中学 1年生に相当する方（3期）と高校

3年生に相当する方（4期）に麻しん風

しん予防接種を実施しています。小さい

頃にすでに麻しん風しんの予防接種を受

けている方も対象です。これは一生のう

ちに 2回予防接種を受けることで、麻し

ん風しんの発生予防とまん延防止につな

げるものです。実施期間は平成 21年 3

月 31日までの 1年間となりますが、忘

れず早めに予防接種を受けましょう。

　3期・4期の対象者で、3月末以降に

転入された方は下記までご連絡ください。

　なお、1歳のお子さん（1期）と小学校

に入る 1年前のお子さん（2期）も早め

に麻しん風しん予防接種を受けましょう。

■問  健康福祉課　� 55-2160

【1次試験】
�日程／平成20年 9月 21日（日）　　�会場／宮城県自治会館（宮城県庁北側）　　�内容／教養試験、一般性格診断検査 
【2次試験】
�日程／平成20年10月下旬から11月上旬までの間　　�会場／柴田町役場　　�内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断等
【申込用紙の請求】
総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を明記の上、120円切

手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。

【受付期間】
7月 14日（月）～8月 8日（金）　申込受付は、平日の午前8時 30分から午後5時までです。郵便の場合は、8月 8日（金）までに

柴田町役場に届いたものに限り受け付けますので、「配達記録郵便」などの確実な方法によってください。

■申 ■問   総務課　� 55-2111　〒 989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45　E-mail:general-affairs@town.shibata.miyagi.jp 

すでに、認定証の交付を受けている方は、有効期限が平成20年 7月 31日まで
となっています。8月以降も必要となる方は7月 14日（月）から受け付けを開始
しますので更新の手続きをお願いします。

麻しん風しん予防接種を
忘れず受けましょう

受　　験　　資　　格職 務 内 容採用予定人員職種試 験 区 分

昭和 60年 4月 2日以降に生まれた者で、高
等学校を卒業した者または卒業見込みの者な
らびに高等学校卒業程度の能力を有すると認
められる者

行政事務に従事しますが、税
務、用地交渉、災害対策などの
業務にも従事し、深夜勤務に
なることもあります。

若干名行政
初　級

（高等学校卒業程度）

柴田町職員を募集します
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　税源移譲により、多くの方は平成19年度の住民税（18年中の所得で計算）が増加し、平成19年分の所得税（19年中の所得

で計算）が減少しています。退職などにより、平成19年中の収入が大幅に減って所得税が課税されなくなった方など、税源移譲

により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方について

は、該当する本人の申告により平成19年度分の個人住民税額を改正前の税率で計算した税額まで減額できる平成20年度単年度の

特別な措置が講じられることなりました。この申告により税源移譲によって増額となった住民税相当額を減額し、すでに平成19

年度住民税を納付済みの場合、還付されることとなりました。

　この措置は、住宅ローン控除の適用などにより平成19年分の所得税が課税されない場合などは対象になりません。なお、平成

19年度と平成20年度において、市区町村で課税権がある方のみが対象となることから、平成19年中に死亡された方や国外転出

により日本国内での市区町村の課税権のなくなった方については、この減額措置の対象とはなりません。

�手続き／この適用を受けるためには、平成 20年 7月 1日から平成 20年 7月 31日までの間に「町民税・県民税減額申告書」

を提出する必要があります。

�申告書／平成 20年 6月下旬より税務課（担当：町民税国民健康保険税班）で配布します。なお、平成 19年および平成 20年

1月 1日に柴田町に在住で、この措置の適用の対象になる可能性がある方については、6月下旬に税務課より「町民税・

県民税減額申告書」を個別にお送りしますので、期限内の申告をお願いします。この場合に、対象になる可能性のある

方を推定できのるは、平成19年度、平成20年度とも柴田町に在住し、申告などにより所得等の課税データがある方

だけとなります。平成19年中に町外から転入された方の場合には、該当する方かどうかの判断がつきませんので、この

経過措置に該当する可能性がある思われる方は、平成19年 1月 1日現在にお住まいだった市区町村にお問い合わせく

ださい。

�提出・問い合わせ先／平成19年 1月 1日現在の住所地の市区町村に申告をしていただくこととなります。

■問  税務課　� 55-2116

所得変動に伴う減額措置の適用条件（①と②のいずれにも該当する場合に適用されます。）

①平成19年度の個人住民税の課税所得金額（申告分離課税分を除く）＞個人住民税と所得税との人的控除額の差の合計額

②平成20年度の個人住民税の課税所得金額（申告分離課税分を含む）≦個人住民税と所得税との人的控除額の差の合計額
※課税所得金額＝収入金額－必要経費（給与所得は給与所得控除）－所得控除
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　民生委員・児童委員は、地域の住民生活を必要に応じ適切に把握し、生活に困った人や児童の保護・育成などの福祉について相

談を受け、自立を助けるために必要な相談・支援を行う地域福祉推進の担い手です。主任児童委員は、児童委員に対し関係機関と

の連絡調整や協力援助を行います。生活上のことや子どものこと、その他福祉に関して相談のある場合は、お住まいの行政区、地

域担当の民生委員・児童委員にご相談ください。

担　当　地　域電 話委 員 名区担　当　地　域電 話委 員 名区

北船岡 2丁目 2,3,7 ～ 9,17,18日下　　功29B西 1丁目 10（15,16),11 ～ 15
中央 1丁目 10～ 12横田たつ子1

北船岡 3丁目大沼　博子29B西 1丁目 1,2,7 ～ 9, 10（15,16 除く）
中央 2丁目 2沼倉　健二1

西船迫 2丁目 3、県営住宅（1～ 7）木島　基子29C中央 1丁目 1,2,7 ～ 11
中央 2丁目 1,2,12,13石田　照子2

西船迫 2丁目（3を除く）、立石、
町営住宅菅原　光次29C中央 2丁目 3～ 5

中央 3丁目 1,2,7相馬クニ子2

西船迫 3丁目相澤　勝治29C西 2丁目瀬野尾孝子3

行政区全域三澤　優子29D西 1丁目、中央 2丁目 3
中央 3丁目 2、根形飯渕　紀子3

西住町、大塚、荻野、八入、杉崎、
大住町早坂　博子30行政区全域門傳　征子4

清住町、舘山、山岸、新山岸菅原　君江30行政区全域阿部　光雄5

白幡 1・2丁目渡邊　尚子13中央 3丁目、東 3丁目 2～ 13佐藤とみ子6A

白幡 3・4・5丁目、土平倉守　富子13東 3丁目 12、南 2丁目 1～ 3佐藤由美子6A

上町 1・2丁目小嶋　弘子14東町の口、七作、神山前、
新栄 4丁目 14、新栄 5丁目 1～ 3澤井　義一6A

上町 3丁目八巻まし子14並松、新道下、新栄 5・6丁目佐藤　弘子6B
新町 1丁目、
駅西 2丁目（県営住宅 1号棟）星　　公子15東 2丁目 4～ 9,16、東 3丁目 1,4大野　靖子7A

駅西 1・2・3丁目、鏡田菊地由美子15東 2丁目 15,17、東 4丁目 15～ 31桂川　クメ7B
東 1・2・3丁目、下町 1丁目 5、
2丁目 7～ 9、3丁目 7,11,12 佐藤サツ子16東 2丁目 10～ 14、東 4丁目 1～ 14飛田　妙子7B
上町 1丁目、下町 1丁目 1～ 4，6～ 8、
2丁目 1～ 6、3丁目 1～ 6,8 ～ 10小関　信子16中央 2丁目 10,11、東 2丁目 1～ 3永山紀洋子8

西 1･2･3 丁目、新松崎大槻千あき17A中央 1丁目 3～ 6、東 1丁目 1～ 3安藤　藤子8
西 1丁目 2～ 14、西 2丁目 18～ 51、
西 3丁目 1～ 11,16 ～ 27 平間　祝子17A東 1丁目 4～ 10、東原町工藤　昭子8
遠島、余目、舘前、丸沼、焼檀、
祇園田高橋のり子17B土手内 2丁目 1～ 12岡田　孝司9A

松ケ越柴田　礼子17B土手内 2丁目 13～ 21、土手内 3丁目米山ヨシ子9A

行政区全域　平亜紀子18A行政区全域平間　寿子9B

行政区全域菊池みつゑ18B新生町、北船岡 1丁目高橋　令子10

行政区全域大沼　一郎19若葉町佐藤　榮子10

行政区全域青野　幸作20上大原以外畑山　禮子11A

行政区全域扇　つや子21上大原相原　美香11A

行政区全域　橋久美子22前川、新宮前、下新田、東船岡、
八幡前、迫、東迫柳澤　正博11B

行政区全域水原　和子23明神堂、明神、古河、下新田 69、
新大原畑山　洋子11B

行政区全域佐藤　景子24行政区全域冨樫千津子11C

行政区全域佐々木久子25行政区全域金田　勝利12A

行政区全域大宮　典昭26剣水以外水戸　ふぢ12B

行政区全域三浦　敬子27剣水鴇田　一雄12B

行政区全域櫻井　悦子28本船迫、西船迫 1丁目 13，14宮城　幸子29A

槻木小、柴田小学区我妻　よう主任　　
児童委員

西船迫 1丁目（13，14を除く）小野寺利朗29A

船迫小学区橋本　鈴江主任　　
児童委員

北船岡 1丁目、2丁目 11,12河端　崇文29B

船岡小、東船岡小、西住小学区高城　　宏主任　　
児童委員

北船岡 2丁目 1,4 ～ 6,10,13 ～ 16佐藤　正子29B

■問  健康福祉課　� 55-5010
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　平成18年 11月より住民基本台帳の閲覧が、個人情報保護に留意した新しい制度に変わりました。これにより、公共的・公益

的な目的での閲覧のみに限られ、営業活動などを目的とした閲覧は禁止されました。また、閲覧の状況を少なくとも年1回、公表

するよう定められています。平成19年度の実施状況は以下のとおりです。

夏休み工作教室「タイルクラフト」
　ガラスタイルで装飾した世界に一つ

のメッセージボードを作りませんか。

�日時／7月19日（土）9：30～11：30
�場所／船岡公民館
�対象／小学生の親子
�募集人数／親子 15組（先着順）
�参加費／ 800円
�持ち物／ピンセット、木工ボンド、
　手ふき用タオル

�申込期限／ 7月 15日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター� 59-2520、
　船岡公民館　� 55-2030

親子であそぼう
　親子で楽しくゲームやスポーツを楽し

みませんか。

�日時／ 7月 12日（土）9：30～ 11：30
�場所／西住公民館
�対象／小学生の親子
�募集人数／親子 15組（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／上履き・飲み物
�申込期限／ 7月 11日（金）

■申 ■問  船岡生涯学習センター � 59-2520、
　西住公民館　� 52-4101

ウィークエンド遊ゆう塾

親子でおやつを作りましょう
　親子で楽しくおやつを作ってみませ

んか。

�日時／8月2日（土）10：00～12：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学生の親子
�募集人数／親子 12組（先着順）
�参加費／ 600円
�申込期限／ 7月 26日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

【国または地方公共団体の機関の請求による閲覧】

閲覧に係る住民の範囲請求事由の概要閲覧機関の名称閲覧月日

平成元年 4月 2日～平成 2年 4月 1日生れの男女
平成 4年 4月 2日～平成 5年 4月 1日生れの男子

自衛官等の募集に伴う広報のため
防衛省自衛隊
宮城地方協力本部

6月 5日

全世帯の消費者「米の消費動向等調査」実施のため
農林水産省
東北農政局

2月 19日

【個人または法人の申出による閲覧】

閲覧に係る住民の範囲利用目的の概要
閲覧申出者名

（法人・代表者名）
閲覧月日

大字船岡字七作の 20歳以上の男女 13人
内閣府が実施する「男女共同参画社
会に関する世論調査」実施のため

社団法人中央調査社
会長 若林清造

7月 10日

船岡東 3丁目、船岡中央 3丁目、船岡南 2丁目、
大字下名生の 20歳以上の男女 15人

日本銀行情報サービス局が実施する
「生活意識に関するアンケート調査」
実施のため

株式会社
日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

7月 11日

槻木駅西 1丁目、2丁目の 20歳以上の男女 20人
国立大学法人お茶の水女子大学が実
施する「社会保障と国民生活に関す
る意識調査」実施のため

社団法人新情報センター
事務局長 平谷伸次

2月 28日

■問  町民環境課　� 55-2113



お知らせ版 ●5第 607号

　「柴田町に住み続けたい、住んでよかった」「素晴らしい地域の財産を子や孫に引き

継いでいきたい」そんな町をみんなの知恵と行動でつくっていくための力になる「住

民自治基本条例」。平成18年 10月、「柴田町住民自治基本条例をつくる会」が町民

公募により設置され、住民目線を大切にして住民自治基本条例の素案づくりを進めて

きました。いよいよ条例素案の姿が見えてきましたので、その内容やこれまでの取り

組みについて町民の皆さんに説明し理解を深め合い、ご意見をいただくため「つくる

会」のメンバーが主体となってフォーラムを開催します。ぜひ足をお運び下さい！

�日時／ 7月 12日（土）13：30～ 16：30
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／○基調講演　山田　義アドバイザー（宮城大学副学長）
「つくる会の取り組みや条例の内容から、今後のまちづくりへ期待すること」

○人形劇「シブータ国に条例がやってきた」

「住民自治基本条例って…？」条例の話がもっと聞きたくなる、つくる会のメン

バーによる人形劇公演です。

○つくる会取り組み経過説明

つくる会がこれまでどのように検討を進めて、今回の条例素案にたどり着いたの

か説明します。

○柴田町住民自治によるまちづくり基本条例内容説明

　条例の内容、条例によって何を目指すのか詳しく説明します。

○質疑応答、意見交換

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　父親がいない家庭の生活安定と自立を助け、

児童が心身ともに健やかに成長するよう役立

ててもらうために、母または母に代わって児

童を養育している方に手当が支給される制度

です。
※手当は児童が18歳に達した年度末まで支給されま
　す。ただし、心身に一定の障害がある場合は、20
　歳に達した月までになります。

対象になる児童
①父母が離婚した後、父と生計を同じくして

　いない児童

②父が死亡した児童

③父が重度の障害の状態にある児童

④父の生死が明らかでない児童

⑤父から 1年以上遺棄されている児童

⑥父が 1年以上拘禁されている児童

⑦母が婚姻によらないで生まれた児童

ただし、次のような場合は支給されません。

�請求者などの所得が一定の額を超えている

　とき

�公的年金給付や遺族補償を受けることがで

　きるとき

　20歳未満で心身に障害のあ

る児童の福祉の増進のために、

父母または父母に代わってその

児童を養育している方に支給さ

れる制度です。

対象になる児童
①おおむね療育手帳のＡとＢの

　一部に該当する方

②身体障害者手帳の1級～3級

　程度に該当する方（手帳をお

　持ちでない方でも障害の程度

　によっては該当しますので、

　詳細についてはお問い合わせ

　ください。）

ただし、次のような場合は支給

されません。

�請求者等の所得が一定の額を

　超えているとき

�障害を事由とした年金を受け

　ることができるとき

�児童（社会）福祉施設等へ入

　所しているとき

■問  子ども家庭課　� 55-2115

児童扶養手当 特別児童扶養手当
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　町や県では、出産や子育てしやすい環境づくりを進めています。今年度から新たに、

店舗や企業などの協力をいただき「みやぎっこ子育て家庭応援事業」を開始します。

　この事業は、子育て家庭を応援しようという趣旨に賛同いただいた店舗（協賛店）

が、子育て家庭に対して何らかのサービスを提供したり、子育てに優しいお店づくり

していただいたり、地域全体で子育て家庭を応援するものです。協賛店でサービスを

受けられる家庭は、15歳未満の子ども（中学3年生含む）または妊娠している方が

いる県内全ての子育て家庭です。対象となる家庭には、町から6月下旬に「みやぎっ

こ応援カード」を配布します。配布にあたっての申請などの手続きは不要です。

　協賛店で受けられるサービスは、各協賛店が工夫して独自に設定します。6月下旬

以降、準備が整った店舗から順次サービスの提供を開始します。

■問  子ども家庭課　� 55-2115　　県子ども家庭課　� 0224-211-2528

　基本健康診査を8月下旬～9月にかけ

て実施します。健診は、町内 5施設での

集団健診です。受診を希望される方は、

7月 14日（月）までにお申し込みくださ
い。4月から特定健康診査および後期高

齢者医療制度が開始されたことにより、

受診対象者が変更になっています。下記

の内容をよくご確認の上お申し込みくだ

さい。なお、詳細については、8月 1日

号のお知らせ版に掲載予定です。

�対象／ 40歳以上で、特定健康診査・
　後期高齢者健康診査対象者以外の方

◆生活保護受給者の方

◆4月1日以降に次の異動をされた方

①転入された方②柴田町国民健康保険

に加入された方③柴田町国民健康保険

を喪失された方※職場等で健診を受けた
方または受ける方を除く。

特定健康診査対象者とは、40～ 74歳の

方で、国民健康保険や社会保険、共済組

合等の各種健康保険に加入されている方

（被扶養者の方を含む）です。

後期高齢者健康診査対象者とは、75歳

以上または 65～ 74歳で広域連合から

障害認定を受けた方です。
※年齢は、平成 21年 3月 31日現在です。

�自己負担料／ 1,400 円（予定）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

�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／ 7月 20日（日）  毎月第 3日曜日　　

�臨時休館／ 7月 6日（日）  宮城県高校総体　水球競技大会
○…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。

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
7月13日（日） 9:00～16:00
7月27日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
7月 6 日（日） 9:00～16:00

7月20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／7月15日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／7月17日（木） 19:00
場所／船岡公民館

8
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日
区分 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水火

☆休 
館 
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

�試験区分／初級（高校卒業程度）

仙南地域広域行政事務組合職員募集

�第1次試験／9月 21日（日）10：00　　仙南地域広域行政事務組合総合庁舎
　　　　　　　内容：教養・適性・作文試験

�第2次試験／第1次試験合格者に通知します。
�申込方法／組合総務課で配布する所定の申込書にてお申し込みください。
�受付期間／7月 14日（月）～ 8月 15日（金）※郵送の場合は8月 15日（金）消印有効

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　� 52-2628

受　　験　　資　　格採用予定人員職　種

昭和59年4月2日から平成3年4月1日までに生ま
れた方

若干名行　　政

昭和60年4月2日から平成3年4月1日までに生ま
れた方で、平成 21年 3月末日までに普通自動車以上
の運転免許（オートマチック車限定を除く。）を取得可
能な方

若干名消　　防

昭和55年 4月 2日から平成元年4月1日までに生ま
れ、平成 21年 3月末日までに普通自動車以上の運転
免許（オートマチック車限定を除く。）を取得可能な方
で、救急救命士の資格を有する方または平成 21年 4
月末日までに資格を取得する見込みの方

若干名
消　　防

（救急救命士）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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　4月1日号のお知らせ版に掲載しました｢平成21年度から固定資産税の国土調査地

積課税が始まります ｣について、皆さんからいただいた質問と回答をまとめました。

　

 平成 21年度から直接該当する納税者の方には、今年度（平成20年度）の納税通知

書に「平成20年度国調地積と評価地積による課税比較明細書」を同封しています。固
定資産税・都市計画税の増額となる大事なお知らせになりますので、再度ご確認をお
願いいたします。

■問  税務課　� 55-2116

　入間田地区「ひまわり市民農園」には、

200株ほどのラベンダーが栽培されて

います。夏の山々に囲まれた農園のラベ

ンダー畑は一面が紫色。ご家族でお越し

ください。

�日時／ 7月 12日（土）、13日（日）
　10：00～ 15：00

�場所／ひまわり市民農園（入間田）

�費用／摘み取り用袋1枚につき300円

�持ち物／花ハサミ
※当日の入園者が 100人を超えた場合は、入園
　の制限をさせていただきます。

■問  地域産業振興課　� 55-2122
　ひまわり市民農園（高橋）

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
7月 1 日（火）安藤　　登

生　　活

7月 8 日（火）佐藤由美子

7月15日（火）近江　宣男

7月22日（火）飯渕　紀子

7月29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
7月 2 日（水）菊地　康子

人　　権 7月 9 日（水）郡山登美子

7月16日（水）桂川　クメ

7月23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

7月11日（金）大友　勝彦
人　　権

7月25日（金）本多　敬一

7月25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

　6月 14日、岩手県内陸を震源とする地震により被害に遭われた方々への義援金を

受け付けています。皆さまの心からのご協力をお願いします。

●日本赤十字社義援金（郵便振替）　　　�受付期間／7月 18日（金）まで
�義援金名称／平成20年岩手・宮城内陸地震義援金　　
�加入者名／日本赤十字社宮城県支部　　　�口座番号／0220－ 4－ 54193
※期間中の振替手数料は無料です。通信欄に「岩手・宮城内陸地震（宮城県）」と記入してください。
※役場（1階ホール）および槻木事務所に募金箱を設置しています。

■問  健康福祉課　� 55-5010

●宮城県共同募金会　　　�受付期間／平成21年 6月 16日（火）まで
�義援金名称／平成20年岩手・宮城内陸地震義援金
○ゆうちょ銀行（郵便振替）
�口座名／社会福祉法人宮城県共同募金会　　�口座番号／02260－1－16390
○七十七銀行県庁支店
�口座名／社会福祉法人宮城県共同募金会　会長　飯岡絹子
�口座番号／9099964
※期間中の振替手数料は無料です。通信欄に「岩手・宮城内陸地震」と記入してください。
※ボランティアなどの被災地支援に関する問い合わせも受け付けています。
※柴田町社会福祉協議会、マックスバリュ柴田店、サンコアに募金箱を設置しています。

■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

�日時／ 7月 21日（月）10：00～ 12：00、13：00～ 16：30
�場所／マックスバリュ柴田店駐車場　　　�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

Ｑ：国土調査法による ｢地籍調査 ｣とは？
Ａ：人に戸籍があるように、土地にも戸籍、つまり地番や地目、面積、所有者が
あり、これが ｢地籍 ｣です。｢地籍調査 ｣とは、一筆ごとの土地について、そ
の所有者、地番、地目の調査、境界および地積に関する測量を行い、地図（地
籍図）や記録（地籍簿）を作成するものです。
Ｑ：｢地籍調査 ｣の目的は？
Ａ：土地の境界、面積や地目が明確になるため、土地に関するトラブルを未然に
防ぎ、公租・公課などの負担公平化ができます。また、災害などにより土地の
境界が不明になっても、現地に復元することが可能なため、迅速な復旧に役立
ちます。
Ｑ：国土調査地積での課税はいつから始まるの？
Ａ：平成21年度固定資産税・都市計画税分から課税となります。
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　「食べること（栄養）」と「口腔（口・舌・歯など）の健康」が大切です。口は、食

べる、話す、表情を豊かにするといった、元気で楽しい生活を送るために非常に大切

な機能を持っています。また、ちょっとしたことで体調を崩しやすい高齢期こそ、栄

養をしっかりとることが大切です。このようなことから、口腔機能向上と栄養改善の

教室を開催します。

�対象／要介護認定を受けていない65歳以上の在宅の方で、町の基本健康診査で実
　施した基本チェックで、口腔機能の低下または、栄養改善の必要のあった方。また、

　基本チェックは行っていないが気になる方はご連絡ください。

�期間／平成20年 8月 22日～ 10月 31日までの月 2回、計 6回
�場所／柴田町地域福祉センター（自宅から会場まで送迎をします）
�定員／10名程度
�参加費／無料。ただし、飲食などの実費負担があります。
�申込期限／7月 25日（金）まで

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）� 55-2159

　夏恒例、えずこホール野外ライブを開

催します。フリーマーケットや屋台もな

らび、お祭りムード満点。ぜひ、ご来場

ください。入場無料です。

�日時／7月27日（日）10：00～18：00

�場所／えずこホール野外（雨天時屋内）

�内容／県南アマチュアバンド 48組、
　フリーマーケット 20区画、飲食屋台、

　かえっこバザール（子どものおもちゃ

　交換）

■問  実行委員長　齋藤ダイスケ
　

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／ 7月 8日（火）・22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／ 7月 8日（火）・22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

仙南地域職業訓練センター パソコン講座受講者募集

特定高齢者介護予防事業 「健康寿命100歳を目指す
介護予防の口腔機能向上（栄養改善含む）教室」

　前年の所得が少ないなどで、国民年金保険料の納付が経済的に困難なときは、本人

の申請手続きにより保険料の納付が免除される制度があります。平成20年 7月以降

の期間の免除申請については平成19年の所得をもとに審査されることになります。

これまで保険料の全部または一部が免除になっていた方も、承認期間が6月で終了す

ることになります。7月以降免除を希望するときは、改めて申請の手続きをしてくだ

さい。30歳未満の方に適用される「若年者納付猶予制度」も同様です。また、以前

に申請したときに却下となった方でも、7月以降は所得の審査対象となる年が変わり

ますので、承認を受けられることがあります。

　免除申請（若年者納付猶予）は市町村の国民年金担当窓口で受け付けをしています。

前年の所得を基準として審査されますので、前年の所得を申告していない方は申告が

必要です（無収入の場合も含む）。転入されてきた方の場合、前住所地より所得証明書

などを取り寄せていただくことがあります。申請が遅れると、その間の事故や病気に

ついて、障害基礎年金などの給付が受けられないことがあります。お早めに手続きを

しましょう。

　これまで全額免除または若年者納付猶予の承認を受けていた方で、申請の際に免除

の継続を希望された方は、申請がなくとも継続審査を行い、結果が通知されます。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

�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／7月 18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／ 7月 20日（日）13：30開演

�場所／仙南信用金庫3階しんきんホー
　ル（白石市）※入場無料

■問  白石女子高等学校マンドリン部
　� 0224-25-2181

講　座　内　容日　　　時講座名・受講料

パソコン初心者の方を対象に、
パ ソ コ ン 操 作 技 能 (Word・
Excel･PowerPoint) を基本から
習得します。

8月 21日（木）
　～ 9月 19日（金）
9：10～ 12：10
（土曜・日曜・祝日を
除く 21日間）

パソコン入門講座

募集人数：20人
参加料：13,000 円
（テキスト代含む）
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　住民発議により柴田町、大河原町、村田町の合併協議会設置が各町に請求されてい
ます。3町合併をお考えいただく機会として開催しますので、ぜひ、ご参加ください。
�日時／ 7月 5日（土）開場13：00～　開演 13：30～ 15：30
�場所／槻木生涯学習センター　　　�主催／柴田町
�内容／○講演「南三陸町の合併について」　講師：佐藤仁氏（南三陸町長）
　○「私はこう考える3町合併」コーナー（参加者の皆さんから、3町合併に対する
　ご意見を自由に出していただき、3町合併を考えるコーナーです。）

■問  企画財政課　� 54-2111

　放送大学は、スカイパーフェクＴＶ！

などの放送を利用して授業を行う通信制

大学です。働きながら大学卒業を目指す

方やキャリアアップなど様々な目的で幅

広い世代の方が学んでいます。なお、し

ばたの郷土館、槻木生涯学習センター、

船迫公民館で放送授業を視聴できます。

�募集学生の種類／

こどもの本っておもしろい

放送大学

10月入学生募集

　重度の障害のため常に臥床し、自宅浴槽での入浴が困難な身体障害者および身体障
害児の方に簡易浴槽などによる訪問入浴サービスを提供し、清潔の保持・心身機能の
維持を図ります。なお、サービスを利用できるのは、次の項目すべてに該当する方と
なります。
○町内に居住していて、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている在宅の方
○医師が入浴可能と認めた方
○介護保険で訪問入浴サービスを受けていない方
○自力または家族の介助のみでは入浴できず、訪問入浴サービスによらなければ入浴
　が困難な方
※利用者負担は、経費の1割です。

■問  健康福祉課　� 55-5010

　美しい色づかいの絵本を紹介します。
また、マーブルペーパー（うずまき模様
を紙にうつす）作りを体験しましょう。
�日時／7月10日（木）15：00～16:30
�場所／西住公民館
�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／ 7月 9日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520、
　西住公民館　� 52-4101

　韓国語の基礎を学び、自分の名前をハ
ングル文字で書いてみませんか？
�日時／7月24日（木）10：00～12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／成人
�募集人数／ 12人（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／筆記用具
�申込期限／ 7月 19日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター 
　� 59-2520

�日時／7月17日（木）10：00～11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�対象学区／船小・東船小学校区
�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。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児
童館内）� 54-4040

　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、紹介し
たい本があったらお持ちください。
�日時／7月17日（木）10：30～11：30
�場所／船岡生涯学習センター
�参加費／無料

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

　茶道体験を通し、日本の伝統文化にふ
れてみませんか。
�日時／毎月第 2・4土曜日 10：00～
　12：00（7月 12日開講式・計 10回）
�場所／しばたの郷土館
�対象／小学生～中学生
�費用／ 3,000 円（10回分）

■申 ■問  樋口　

�日時／ 8月 2日（土）13：00～ 16：50
�場所／白石市文化体育活動センター　
　（ホワイトキューブ）

�内容／基調講演、パネルディスカッシ
　ョン、男女共同参画イラスト・まんが

　コンクール表彰式など

�参加費／無料
�申込期限／ 7月 18日（金）

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

柴田茶道子ども教室

絵本読み聞かせ会 韓国語体験講座

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子であそびにきてね！～

�応募資格／①④⑤満 18歳以上
　②③満 15歳以上

�申込期限／ 8月 31日（日）まで

■申 ■問   放送大学宮城学習センター
�022-224-0651　�022-224-0585
〒 980-8577仙台市青葉区片平2-1-1
http://www.u-air.ac.jp

①全科履修生（4年以上在学）

②選科履修生（1年間在学）

③科目履修生（6カ月在学）

教養

学部

④修士選科生（1年間在学）

⑤修士科目生（6カ月在学）
大学院
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　柴田町国民健康保険に加入されている方を対象に特定健康診査を実施します。受診

券は平成20年3月31日から継続して柴田町国民健康保険に加入している40～64歳

の方すべてに送付します。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。指定健診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。受診の際は、受診券、柴田町国民健

康保険証、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

券が健診月の7日までに届かない場合はご連絡ください。なお、65歳以上の柴田町

国民健康保険加入者については、8月下旬～ 9月に集団健診として実施します。

�健診期間／7月～ 9月（行政区を下記の3グループに分けて実施）

　今年度も繁盛する魅力的な個店をつく

ることを商店街活性化手法の第一として

考え、個店個店の経営を革新し繁盛店を

増やすためウルトラＤ事業に取り組みま

す。導入講習会を開催いたしますので是

非ご参加ください。

�日時／ 7月 8日（火）13：30～ 15：00

�場所／柴田町商工会会議室

�参加費／無料

�講師／有限会社　橋幸司の事務所　取

　締役社長　橋幸司氏

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　深刻な社会問題となっている多重債務

問題の解決に向け、債務整理や生活再建

を支援するため、弁護士、司法書士、県・

市町消費生活相談員による無料相談会を

開催します。

�日時／ 7月 18日（金）9：30～ 16：30

　（法律相談は 10：00～ 16：00）

�場所／大河原合同庁舎

�定員／ 20人※事前の予約が必要です

�予約受付期間／7月 7日（月）～11日

　（金）8:30 ～ 17:15

■予 ■問  県生活・文化課消費生活班
　� 022-211-2523

�日時／ 7月 26日（土）14：00～
　　 　　8月 2日（土）15：00～
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／ゆかたを粋に着こなして、みん
　なで夏祭りに参加しましょう。2日目

　は着付後に盆踊りの練習をして、29

　Ｄ行政区の夏祭りに参加します。

�対象／大人から子どもまで（男女問わず）
�募集人数／ 20人
�参加費／無料
�持ち物／浴衣、半幅帯、紐（3本）、ガー
　ゼかさらしの下着（上下）、伊達締、前板

�講師／着付　佐藤栄子氏
　　　　踊り　山家幸子氏

�申込期限／ 7月 15日（火）

■申 ■問  船迫生涯学習セン
　ター　� 57-2011

　フェスティバル in しばたで夏の思い

出に参加してみませんか？

�対象／小学 5年生以上
�募集人数／小学生 10人、大人 10人
�参加費／無料
�開催日／ 7月 26日（土）
�申込期限／ 7月 12日（土）

■申 ■問  しばたの郷土館（小玉）
　� 55-0707

　毎年この時期になると、私有地の雑草

や庭木についてたくさんの苦情が寄せら

れます。これらを放置しておくと景観を

損ねるだけでなく、害虫などの発生源や

通行の妨げになることもあります。

　明るく住みよい町づくりと、衛生面、

私有地財産管理の観点から、土地所有者

や管理者の方は適切な除草・庭木剪定を

行い、周囲に迷惑をかけないようにお願

いします。また、作業後の草木類は、所

定の分別方法により適切に処分してくだ

さい。

■問  町民環境課　� 55-2114

ゆかたを着て夏祭りに行こう

雑草・庭木の適切な処理を

�対象／40～ 64歳の柴田町国民健康保険加入者
※平成20年 3月 31日から継続して加入している方です。年齢は、平成21年 3月 31日現在です。

�自己負担料／1,700円

実施医療機関

■問  町民環境課　� 55-2114

受診券送付時期指定健診期間対象行政区グループ

6月下旬
7月1日（火）　

　～31日（木）

4、6Ａ、6Ｂ、7Ｂ、8、9Ｂ、11Ｃ、12Ａ、

14、16、18Ａ、19、27、28、29Ａ
1

7月下旬
8月1日（金）　

　～30日（土）

1，2、7Ａ、11Ｂ、12Ｂ、13、17Ｂ、20、

24、25、29Ｂ、29Ｃ
2

8月下旬
9月1日（月）　

　～30日（火）

3、5、9Ａ、10、11Ａ、15、17Ａ、18Ｂ、

21、22、23、26、29Ｄ、30
3

電話番号医療機関名電話番号医療機関名

55-1555仙南クリニック56-1451乾医院

57-1231高沢外科・胃腸科55-1702太田内科

56-1012玉渕医院56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院

54-1034船岡今野病院54-3755佐藤内科クリニック

55-4103宮上クリニック57-2310しばた協同クリニック

船岡祭友会

みこしパレード参加者募集
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　肝炎ウイルス検診を8月下旬～9月にかけて実施します。検診は、町内5施設での

集団健診です。詳細については、8月 1日号のお知らせ版に掲載予定です。

�対象／①40歳の方（職場等で受けたことがある方および受ける予定の方を除く）
　※対象者全員に対して受診票を送付しますが、職場等で受けたことがある方および受ける予定の方

　は受診する必要はありません。② 41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたこと

　がない方で受診を希望される方（要申込）※年齢は、平成21年 3月 31日現在です。

�自己負担料／700円（予定）

�申込期限／対象②に該当する方のみ 7月 14日（月）までお申し込みください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　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。介護予防の

勉強とおしゃべりしながら外食しません

か？

�日時／ 7月 16日（水）11：00～
�場所／和食麺房「せんだい屋」
　　　　（槻木駅近く）

�対象／ひとり暮らしのおよび日中ひと
　りの高齢者で現地集合できる方

�食事代／実費
�申込期限／ 7月 11日（金）

■申 ■問  佐藤　
　　  鈴木　

ザ・フェスティバル in しばた　記念打ち上げ花火募集 !!

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」開催

とうちゃんの技磨き（男の料理）

　誕生日や結婚祝いなど、あなたの記念の花火を夜空に打ち上げてみませんか。

　打ち上げ前にアナウンスで紹介します。

�日時／ 7月 26日（土）19：30～　※雨天の場合は27日

�会場／陸上自衛隊船岡駐屯地　　�費用／一口5,000円　　�申込期限／7月15日（火）

■申 ■問  ザ・フェスティバル inしばた実行委員会（柴田町商工会内）� 54-2207

最近もの忘れがひどくなった、認知症の

高齢者を介護しているがケアの仕方がわ

からないなど、お困りの方に対し専門医

師による無料相談を実施します。

�日時／7月23日（水）13：30～15：00

�場所／柴田町保健センター
※予約が必要です。
※外出できない方は、自宅訪問による相談もで
　きます。

◎認知症に関する相談窓口は、地域包括

　支援センターです。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

　高齢や障害で、摂食・嚥下機能および

言語機能に不安のある方やご家族に対し、

言語聴覚士による無料相談を実施します。

�日時／7月29日（火）13：00～17：00

�場所／柴田町役場保健センター
※予約が必要です。
※外出できない方は、自宅への訪問による相談
　もできます。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2159

　子宮がん検診が 7月 31日（木）まで実

施されます。受診票が届いている方はお

早めに受診してください。

　健康保険証が変わったことにより自己

負担料が変更になる場合は、あらかじめ

健康福祉課にて手続きをお願いします。

�対象／ 20歳以上の女性
※年齢は平成 21年 3月 31日現在です。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　人間の歩く基本動作の仕組みを学び、

色々な歩き方を通し、より効果の上がる

歩き方をマスターしましょう！

�日時／ 8月 2日（土）9：30～ 12：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�講師／仙台医健専門学校副校長
　高橋英子先生（医学博士、薬学博士）

�対象／おおむね 65歳以上の男性
�募集人数／ 30人（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 7月 25日（金）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

　“ビールのおつまみ”を簡単に作れる技

を身につけます。

�日時／7月30日（水）10：00～12：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／成人男性
�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／ 600円
�申込期限／ 7月 23日（水）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

バンド、フリーマーケットの参加者募集

�日時／8月17日（日）10：00～16：30

�場所／太陽の村

�内容／野外ライブ、フリーマーケット、

　子ども広場など

■問  舟山　

　60歳以上の健康で働く意欲のある方、

一緒に就業・互助会活動を通じて、「いき

いき元気、輝き」ませんか？

　高齢者にふさわしい仕事をお引き受け

します。詳しくはお問い合わせください。

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

介護予防と健康づくり

「男のカッコイイ歩き方講座」

（社）柴田町シルバー人材センター
会員募集  女性の方大歓迎
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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

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）

12：45～ 13：15内田先生平成 18年 3月生まれの方2歳児歯科健康診査15（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
16（水）

12：45～ 13：15板野先生、佐藤（秀）先生平成 17年 1月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付23（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）25（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）28（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付30（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）31（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 19年 1月生まれの方1歳 6か月児健康診査8/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
6（水）

12：45～ 13：15森川先生平成 20年 3月生まれの方4か月児健康診査

  9：15～   9：45平成 19年 8月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）8（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付13（水）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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

83-2061村　田吉田歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院53-1460大河原甘糟医院20

57-1918船　岡よしだ歯科医院52-3115大河原かわち医院56-1012槻　木玉渕医院21

55-5126船　岡和野歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科54-2316船　岡村川医院27

53-8138大河原あいはら歯科医院51-3741大河原庄司クリニック58-2220船　岡ふなばさま医院8/3

57-1818船　岡内田歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所83-5503村　田町南診療所10

　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／ 7月 18日（金）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！　○先輩ママの出産体験談
　　　　○おなかの赤ちゃんに手紙を書いてみよう！

�対象／妊婦および家族の方　　　　　　　　�募集人数／15人（先着順）
�持ち物／母子健康手帳、筆記用具　　　　　�申込期限／７月14日（月）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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