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　槻木地区を対象に地域ボランティア推

進事業を進めている「槻木地域づくり推

進協議会（会長：平間榮雄）」では、今年

も 12月に槻木駅東口（メタセコイア）

と西口（ケヤキ）を光のページェントで

飾ろうと計画を進めています。題して

“メタセコイアの奇跡！光輝け槻木駅

2008”です。多くの方が参加した手づ

くりイベントにするために、実行委員会

を組織して事業を進めます。事業計画策

定・募金活動・催し開催など、スタッフ

として子どもからお年寄りまで実行委員

を広く募集します。知人・友人をお誘い

のうえご参加ください。

�申込期限／ 8月 27日（水）

■申 ■問  槻木地域づくり推進協議会事務局
　（生涯学習課�55-2135、槻木生涯学
　習センター� 56-1997）

�開会日時／ 9月 5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／ 9月 5日（金）町政報告など
　8日（月）～ 10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

　骨を丈夫にし、骨折しにくい身体をつ

くるための知識と運動を楽しみながら学

びます。

�日時／9月16日（火）、10月2日（木）、

　11月 6日（木）、12月 4日（木）、1

　月22日（木）13：00～14：30（全5回）

�場所／仙台大学

�内容／健康測定、健康講話、楽しい運

　動

�講師／仙台大学　医師、レクレーショ

　ンワーカー、健康運動指導士ほか

�対象／ 40歳以上の女性で仙台大学に

　通うことのできる方（ただし、医師に

　運動を止められている方を除く）

�募集人数／ 20人（先着順）

�募集期間／8月18日（月）～9月1日

　（月）

�参加費／ 1,000 円（傷害保険代）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　宮城県沖地震発生が、向こう 30年間

で 99％の確立であると予測されていま

す。町では、災害がおきた時、自力、家

族だけでは避難できない高齢の方、ある

いは障害をもった方などを対象に、「災

害時要援護者登録名簿」の整備を進めて

います。まだ、登録されていない方で、

災害時に支援が必要と思われる方は、健

康福祉課、または地区の民生委員までご

相談ください。

�対象とする方／障害手帳、要介護認定
　を受けている方などで避難場所に自力

　や家族の力だけで移動することが困難

　な方

■問  健康福祉課　� 55-5010

　平成20年10月1日から免除基準が次

のとおり拡大されます。新たに免除を受

ける場合は申請を行ってください。

�全額免除対象／

○生活保護法による扶助、らい予防法

廃止による援護、中国残留邦人などの

給付を受けている場合○身体障害者手

帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手

帳所持者の世帯全員が町民税非課税の

場合（1月 1日柴田町に住所がなかっ

た方は（非）課税証明書が必要）○社会

福祉事業施設入所者が、施設内に受信

機を設置する場合○災害救助法による

救助を受けた場合または総務大臣の承

認を受けた場合

�半額免除対象／次の者が世帯主である

　場合

○身体障害者手帳の視覚・聴覚障害者

○身体障害者手帳の 1・2級所持者○

療育手帳Ａ所持者○精神障害者保健福

祉手帳1級所持者○戦傷病者手帳の障

害程度が特別項症から第 1款症の者

�申請に必要なもの／免除対象となる手

　帳（身体障害者手帳など）、印鑑

�申請開始日／ 8月 1日（金）

■申  健康福祉課　� 55-5010

■問  ＮＨＫ視聴者コールセンター
　� 0120-151515

�日時／8月30日（土）14：00～16：30

�場所／ヨークベニマル柴田店駐車場

�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

槻木版 光のページェント

“メタセコイアの奇跡！　　
　　光り輝け槻木駅2008” 

第 1回実行委員会を開催します

�日時／ 9月 3日（水）午後 7時
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／会則、事業計画、事業予算、
　募金活動の手段、他

今日から始める

女性のための健康教室

災害時に支援を要する方の
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　20歳以上の方は学生であっても、国
民年金に加入することが義務付けられて
います。しかし、学生は一般に所得が少
ないので、学生本人の前年の所得が一定
額以下の場合は、申請により在学期間中
の保険料の納付が猶予される「学生納付
特例制度」があります。申請は在学期間
中、毎年必要です。

学生納付猶予特例が承認されると‥‥
�保険料の納付が猶予され、10年の間
に後払い（追納）ができるようになりま
す。（承認を受けた期間の翌年度から起
算して、3年度目以降に納付するときは
経過期間に応じて、当時の金額に加算額
が上乗せされます）
�老齢年金を受給するための必要な期間
（25年）に含まれます。
�万が一病気やけがで障害が残ったとき
も、障害基礎年金を受けるための条件期
間に含まれます。

対象となる学生は‥‥
　学校教育法に規定する大学（大学院）、
短期大学、高等学校、高等専門学校、専
修学校及び各種学校（終業年限 1年以上
である課程）に在学する方で、夜間・定
時制・通信制課程も含みます。

お申し込みは‥‥
　年金手帳と学生証（または在学証明）
を持参して、お住まいの市町村の国民年
金窓口でおこなってください。申請が遅
れると、その間の事故や病気について、
障害基礎年金が受けられないことがあり
ますので、まだの方は急いで申請しま
しょう。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　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／9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／9月12日（金）・26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

　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します。

�募集住宅／船岡駅前 106号（3ＤＫ）
�家賃／入居者の収入額・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

　書類を添付の上お申し込みください。

�受付期間／8月18日（月）～29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

　不登校や退学した人、引きこもり、高

校卒業資格の取得などで悩んでいるお子

さんや保護者の皆さん、気軽にいらして

ください。仙台でフリースクールを主宰

している先生が親切に相談に乗ってくれ

ます。

�日時／8月30日（土）10：00～12：00
�場所／北船岡集会所（旧羽山児童館）
�アドバイザー／ＮＰＯ法人ミヤギユー
　スセンター代表　土佐昭一郎氏、フリ

　ースクールだいと代表　石川昌征氏

■問  （仮称）柴田町自立支援センター準備
　会（小原）、（岡崎）

�日時／ 9月 6日（土）14：00～
　9月～ 11月の土曜・日曜計 6回実施

�場所／船迫生涯学習センター
�内容／誰もが一度は耳にしたことがあ
　る「ザ ･ビートルズ」のナンバーを青

　春時代にかえって歌ってみませんか

�対象／町民
�募集人数／ 30人
�参加費／無料
�講師／ザ・ビーンズ
�申込期限／ 8月 28日（木）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
� 57-2011

　文化部の発表・展示、クラスの展示・

模擬店のほか、体育科の「実技発表会」

ではダイナミックな技術を披露します！

�日時／ 9月 6日（土）9：30～ 14：30
　体育科「実技発表会」12：00～ 14：00

�場所／柴田高等学校

■問  柴田高等学校（佐藤）� 56-3801

　11歳から12歳のお子さんのジフテリ

ア破傷風予防接種（第 2期）は、もうお

受けになりましたか？対象の方には、

11歳の誕生月の前月に通知を送付して

います。まだ受けていないお子さんは、

夏休み期間を利用してできるだけ早めに

指定医療機関で予防接種を受けましょう。

なお、宮城県広域化予防接種事業により、

かかりつけ医が町外の場合でも指定医療

機関であれば無料で受けられますので、

かかりつけ医にご相談ください。

�接種期間／ 11歳の誕生日～ 13歳の
　誕生日の前々日まで

■問  健康福祉課　� 55-2160

　興味を持たれた方はお気軽にご連絡く
ださい。
�日時／10月18日（土）8：30～16：00
�場所／旭園（太陽の村昇り口）
�内容／屋台・販売のお手伝い、駐車場
　整備、体験コーナーなど
�申込期限／ 9月 30日（火）

■申 ■問  社会福祉法人福寿会旭園
　� 56-4160

あさひまつり
ボランティア募集

町営住宅入居者募集

「ビートルズ」
メロディーを歌おう
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さくら青年会議所国際交流事業

ホストファミリー募集

消費者契約法をご存じですか？
こんなときは、消費者契約法により契約
の取り消しができます
○販売時の説明がうそだった（不実告知）

○都合の悪いことを教えてくれなかった

（不利益事実の不告知）○「絶対に儲か

る」とセールスマンに聞いた（断定的判

断）○契約しないと帰ってくれなかった

（不退去）○契約しないと帰してくれな

かった（監禁）
※契約の取り消しができるのは、誤認に気がつ
　いた時、または困惑状態（不退去・監禁）から脱
　した時から 6カ月、契約した時から 5年以内

こんな契約条項は無効にすることができ
ます
○事業者の損害賠償を免除する条項

○不当に高額な契約損料を定めた条項

○消費者の利益を一方的に害する条項

 注意 取消事由があったことを事業者が

認めなかった場合、消費者が立証しなけ

ればなりません。立証できなければ取り

消しもできないことになります。そのた

め勧誘や契約の際に事業者が用いた説明

資料はなるべくもらう、説明されたポイ

ントをメモしておくなど、関係資料をき

ちんと保管しておくことが必要です。

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／ 8月 31日（日）13：00～
�人形の受付日時／8月30日（土）13：00
　～ 17：00・31日（日）9：00～ 12：00
※ガラスなどのケース、金属・陶器製のものはお
　引き受けできません。

�場所／やすらぎホールしばた、やすら
　ぎホールあぶくま

�内容／お人形・ぬいぐるみを供養します。
※供養式参加の小学生以下の皆さんに特典があ
　ります。

�供養料・処分料／無料

■問  やすらぎホールしばた　� 58-1158

�日時／8月24日（日）10：00～14：30
　（雨天決行）

�場所／はらから地域生活支援センター
�内容／各作業所の授産品の販売、よさ
　こいや太鼓演奏、出店、切り絵・バル

　ーンの体験コーナー、お楽しみ抽選会

　など　
※会場の駐車場は使用できませんので、船岡公
　民館と㈱サカモト様にお願いします。

■問  はらから地域生活支援センター
　� 58-3445

　東北学院大学留学生のホームスティを

受け入れてくださるホストファミリーを

募集します。留学生と交流を持ち、国際

交流を体験してみませんか。

�期間／ 10月 4日（土）～ 5日（日）
�申込期限／ 9月 5日（金）

■申 ■問  さくら青年会議所
（武山）
（鎌田）

　海上保安庁では、平成 21年 4月に採

用する海上保安大学校の学生を募集して

います。入学と同時に海上保安庁職員に

採用されます。

�受験資格／昭和63年 4月 2日以降に
　生まれた方

①高等学校（中等教育学校を含む）を

卒業した方および来春卒業見込みの方

②高等専門学校の第3学年の課程を修

了した方および来春修了見込みの方

③高等学校卒業程度認定試験（廃止前

の大学入学資格検定を含む）に合格し

た方など人事院が①に掲げる方と同等

の資格があると認める方

�採用予定人数／約 45人
�試験日／第一次試験：11月 1日（土）・
　2日（日）第二次試験：12月 19日（金）

�試験地／塩釜市、盛岡市、秋田市、青
　森市など全国 39箇所

�受付期間／郵送または持参　8月 28
　日（木）～ 9月 9日（火）※消印有効

■問  海上保安学校宮城分校
　� 0223-24-2338
　〒989-2421岩沼市下野郷字北長沼4

�日時／8月21日（木）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：交通安全につい
　て・ドラえもん「のび太のワンニャン

　時空伝」、午後の部：交通安全につい

　て・ゲゲゲの鬼太郎（実写版）

�対象／幼児～小学生（大人の方もどうぞ）
�参加費／無料

■問  船迫生涯学習センター� 57-2011

移動なかよし広場
～楽しい水あそび♪ 親子できてね！～

�日時／8月28日（木）10：00～11：30
�場所／農村環境改善センター
�対象学区／全小学校区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／水着・タオル・各自必要なもの
※雨天・曇天の際はコーナー遊び
※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／9月2日（火）9：45～11：00
�場所／船岡保育所
�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／ 8月 26日（火）

■申 ■問  子育て支援センターるんるん
� 54-4040

一緒に遊ぼう
～保育所のお友達と遊びませんか～

海上保安大学校生募集
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主な行事日学　校

水泳記録会1～3船岡小学校
� 55-1064 4 年社会見学5

PTA交流レク大会13

2 年親子行事18

6 年修学旅行25～26

5 年宿泊学習30～10/2

水泳記録会1～2槻木小学校
� 56-1029 身体計測3～5

避難誘導訓練12

校内図工展17～19

祖父母参観19

5 年宿泊学習24～26

ＰＴＡ奉仕作業28

夏休み作品展3～5柴田小学校
� 56-1430 水泳記録会4

交通安全教室18

修学旅行25～26

開校記念日1船迫小学校
� 55-5394 水泳記録会1～5

親子クリーン作戦6

6年出前講座9

船岡地区レク大会13

5 年宿泊学習18～20

校内美術展・フリ
ー参観

25～29

水泳記録会2西住小学校
� 53-3227 3 年親子活動4

5年合宿教室9～11

4 年親子活動11

1 年親子活動17

3・4年交流活動18

稲刈り22

6 年修学旅行25～26

夏休み作品展1～3東船岡小学校
� 55-1811 1 ～ 4年校外学習26

振替休業日1船岡中学校
� 55-1162 校内弁論大会11

合唱コンクール12

3 年実力テスト27

校内弁論大会8槻木中学校
� 56-1331 1 年校外学習9

2年校外学習9～10

体位測定17

3 年修学旅行17～19

校内弁論大会5船迫中学校
� 54-1225 3 年修学旅行10～12

1・2年校外学習11～12

郡駅伝大会2中学校共通
郡新人大会27

振替休業日29

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

太陽の村グリーン・ツーリズム

じゃがいも収穫会
　歯や歯茎の病気予防、早期発見のため

成人歯科健康診査を実施します。対象者

の方には個別に通知を送付します。8月

31日までに通知が届かない場合は、ご

連絡ください。受診券がないと受診でき

ません。

�健診期間／9月1日（月）～10月31日
　（金）

�健診方法／個別歯科健康診査（町内の
　歯科医院に予約し受診してください）

�健診内容／歯周病・むし歯の有無、入
　れ歯の適合具合など

�対象／ 40、50、60、70歳の方
※年齢は、平成 21年 3月 31日現在です。

�自己負担料／ 1,000 円

■問  健康福祉課　� 55-2160

　心身障害者医療費助成、母子・父子家

庭医療費助成、乳幼児医療費助成につい

て、これまで助成対象としていた「入院

時食事療養費」および「入院時生活療養

費」が、平成 20年 10月診療分から助

成対象外となります。これは、「入院」と

「在宅療養」との負担の均衡を図ること

などの理由から、今回対象外となるもの

です。

■問  心身障害者医療費助成・健康福祉課
　� 55-5010、母子父子家庭医療費助成
　・子ども家庭課  � 55-2115、乳幼児医
　療費助成・町民環境課  � 55-2113

　俳句や短歌・詩などをやわらかな筆文

字で表現。日本語の文字の美しさが、書

と明るくモダンな表装でよみがえります。

ぜひご覧ください。

�日時／ 9月 4日（木）～ 7日（日）
　9：00～ 16：00 　※ 7日は 15:00 まで

�場所／しばたの郷土館　※入場無料

■問  しばた現代墨書展実行委員会（村上）
　

　太陽の村の畑で育んだじゃがいもの収

穫にチャレンジ！

�日時／8月23日（土）10：00～12：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／参加者に配るビニール袋1袋に
　じゃがいも取り放題。当日は，汚れて

　もよい服装で参加してください。

�募集人数／ 20人
�参加費／無料
�持ち物／長くつ、軍手
�申込期限／ 8月 22日（金）
※募集人数を超えた時点で受付終了

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　水道管布設工事に伴い、下記のとおり

車両通行止めになります。なお、工事期

間中は交通誘導員を配置し、また迂回路

看板などを設置して円滑な誘導に努めま

すのでご理解とご協力をお願いします。

　

■問  上下水道課　� 55-2119

　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／ 9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

水道工事水道工事によりにより

交通規制交通規制となりますとなります

期　間交通規制

8月中旬～　　
　12月 25日（木）

車両通行止め
（夜間開放）

①

①船岡字上大原地内

入院時食事療養費および

入院時生活療養費の　 
助成が廃止になります
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