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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（日）～ 1月 5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確認の上、出し忘れなどのないようにご注意ください。

○年始のごみ収集
　1月 5日（月）／燃えるごみ収集日

※「ごみ出しカレンダー」のとおり収集します。カレンダーに従ってごみを出してください。

12月 30日（火）～ 1月 4日（日）は休みです

　年末は大変混雑します。早めにくみ取り業者にお申し込みください。

　年始は1月 5日（月）から平常業務になります。

　

■問  町民環境課　� 55-2114

年内中のくみ取り⇒ 12月 25日（木）までにお申し込みください

最終収集資源・ごみ収集日最終収集資源・ごみ収集日

プラスチック類12月 24日（水）紙資源12月 16日（火）

缶類12月 25日（木）ペットボトル12月 18日（木）

燃えるごみ12月 29日（月）燃えないごみ12月 23日（火）

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　� 52-2759
　� 12 月 30日（火）11：30まで受付　　� 1 月 4日（日）7：30から受付
【燃えないごみ】仙南リサイクルセンター　� 0224-33-2225
　� 12 月 30日（火）16：30まで受付　　� 1 月 5日（月）8：30から受付

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

■年末 12月 31日（水）まで平常業務

■年始 1月 3日（土）から平常業務

■問  町民環境課　� 55-2113

■12月28日（日）まで平常業務（16：30

　まで受付）

■ 12月 29日（月）および 30日（火）は

　16：00まで受付

■ 1月 4日（日）受付のみ実施（8：30～

　16：30まで）

■ 1月 5日（月）から平常業務
※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
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　ご来店の皆さんにトン汁をサービス！

1,000 円以上お買い上げの方に、抽選で

ふうど商品券をプレゼントします。ぜひ

お越しください。

�日時／12月27日（土）9：00～14：00
�場所／ＪＡみやぎ仙南本店

■問  産直会ふ・う・ど　� 080-1830-1658

第31回仙南地区

自作視聴覚教材発表会と作品募集

　第4回協議会が開催されます。合併協

議会は、どなたでも傍聴できます。傍聴

してみませんか。

�日時／ 12月 24日（水）13：30～
�場所／大河原合同庁舎 4階大会議室
　合併協議会のホームページで、会議資

料や会議録の情報が提供されています。

http://www.smo-gappei.jp/

■問  企画財政課　� 54-2111

　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、
　路上駐車を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

　労働問題のトラブルについて社会保険
労務士が相談に応じます。※予約制
�日時／毎週水曜日 13：00～ 17：00
�場所／仙台市青葉区本町一丁目 9-5
　五城ビル 4階
�相談内容／解雇、賃金、セクハラ、休
　日、休暇、労働時間など労働問題全般

■予 ■問  宮城県社会保険労務士会総合労働
　相談室　� 022-223-0573

　町民の生命、財産を守る柴田町消防団、

交通指導隊、防犯実動隊、婦人防火クラ

ブ連合会の合同による行進と式典が行わ

れます。沿道での声援、式典の参観をお

願いします。

�日時／ 1月 4日（日）9：45～
�場所／船岡小学校校庭
�分列行進／船岡銀座通り 9：20

 サイレンが鳴ります
○ 1回目 7：00　○ 2回目 7：20

■問  総務課　� 55-2111

　自作視聴覚教材には、市販教材からは
得られないものがあります。この機会に
ぜひ出品してみませんか？なお、視聴だ
けの参加もできます。
�日時／ 1月 14日（水）8：45～ 15：30
�場所／仙南広域視聴覚教材センター
�出品部門／学校教育部門、社会教育部
　門、コンピューター学習ソフト部門
�対象／仙南地域在住者または勤務者
�応募締切／ 1月 9日（金）
※詳細については、仙南広域視聴覚教材センタ
　ーホームページをご覧下さい。

■申 ■問  仙南広域視聴覚教材センター
　� 52-3433   http://www.az9.or.jp

　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みましょう。

�日時／ 12月 24日（水）13：30～
12月 25日（木）10：00～

�場所／船迫生涯学習センター
�上映作品／○ 12月 24日：交通安全
　ビデオ、ディズニー映画「ふしぎの国の

　アリス」○ 12月 25日：交通安全ビデ

　オ、ディズニー映画「101匹ワンちゃん」

�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

　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。事前の申し込み

は不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 1月 8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　� 55-2159

　平成 20年 1月 1日から 12月 31日

までに、町内に住宅を新築し居住されて

いる方へキンモクセイ（80�程度）を

無料で配布します。※増改築・賃貸家・ア
パート・事務所を除きます。

�申込方法／電話またははがき（住所・
　氏名・電話番号を記入）でお申し込み

　ください。

�申込期限／ 1月 31日（土）※消印有効
�配布日時／申込者に後日通知します。

■申 ■問  柴田町緑化推進委員会事務局（地域
　産業振興課内）　� 55-2122
　〒989-1692  柴田町船岡中央2-3-45
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迷惑メールの規制が
強化されました！

　12月 1日より、あらかじめ請求や承

諾をしていない電子メール広告を皆さん

の携帯電話やパソコンなどに送ることは

「特定商取引に関する法律」により禁止

されました。請求や承諾をしていない電

子メール広告が届いた場合は、下記アド

レスまで転送してください。

（財）日本産業協会spam-in@nissankyo.jp
※（財）日本産業協会は、経済産業省の委託を受
　けて迷惑電子広告メールの情報提供の受け付
　けを行っています。

■問  町民環境課　� 55-2113
　東北経済産業局消費者相談室
　� 022-261-3011

短期バレエ教室生募集第16回ふれあいパーティー
女性参加者募集

　国民年金保険料の免除（全額免除・一
部免除）、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。また、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。
○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。
○免除など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
得税など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。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　船岡自衛隊の独身隊員とゲームなどを

して、楽しいひとときを過ごしてみませ

んか。

�日時／1月17日（土）18：30～21：00
�場所／ホテル原田 in さくら
�対象／ 20～ 35歳までの未婚の女性
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 3,000 円
�申込期限／ 1月 10日（土）※必着

■申 ■問  船岡駐屯地曹友会（小林・池田）
　� 55-2301

　みんなでつくる「住み心地のいいまち」

「元気なまち」実現に向けて、その力に

できる約束事（条例）を決めるため、公

募住民と町職員で組織した「住民自治基

本条例をつくる会」が条例素案を作成し

町に提出しました。町では、その条例素

案をもとに条例原案を作成しました。よ

り良いものにしていくため、この条例原

案に対する町民皆さんのご意見を募集し

ます。お寄せいただきましたご意見は、

条例案に生かすとともに、ご意見に対す

る町の考え方とあわせてホームページに

掲載し公表します。

�原案の公表および意見募集期間／
　12月 17日（水）～ 1月 16日（金）

�原案の公表方法および閲覧場所／
　�閲覧資料の設置：まちづくり推進課、
　槻木事務所、各生涯学習センターなど

　社会教育施設

　�閲覧資料の掲載：町のホームページ
�意見の提出方法／住所、氏名または団
　体名、電話番号を明記し、郵送、FAX、

　Eメール、直接持参のいずれかでご提

　出ください。記入様式は問いません。

�提出先／まちづくり推進課または槻木
　事務所

■問  まちづくり推進課
　� 55-2278　� 55-4172
　〒 989-1692船岡中央2-3-45
　E-mail：
　　info-manage2@town.shibata.miyagi.jp

　初めてのお子さんでも参加できます。
�日時／12月25日（木）～27日（土）の
　3日間　10：30～ 11：30
�場所／宮城県仙南総合プール
�対象／ 4歳以上～低学年
�募集人数／ 10人
�参加費／ 3,150 円

■申 ■問  宮城県仙南総合プール
　� 56-1663

　地場産そば粉を使用してそば打ちをし
ます。今年の年越しそばは、自分の手で
打ってみてはどうでしょうか。
�日時／12月20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／ 12月 19日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　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。
�期間／1月10日（土）～3月28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 7日（水）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

　広報しばた 12・1月号の 5ページ「介
護にかかるお金」の設問「確定申告で介
護費用は控除の対象になりますか」の回
答のなかで「施設介護の場合、老人保健
施設と介護療養型医療施設は居住費や食
費を除く自己負担分」とありますが、「日
常生活費や特別なサービス費用を除く自
己負担分」となります。お詫びして訂正
いたします。  

太陽の村

本格そば打ち教室

第4回初心者水泳教室

お詫びと訂正

柴田町住民自治による　　
　　　まちづくり基本条例
～未来へ向かうしばたの条例～（原案）

へのご意見を募集します！
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主な行事日学　校

フリー参観Ⅲ14船岡小学校
� 55-1064

校内書きぞめ展14～16

校内書きぞめ展14～16
槻木小学校
� 56-1029

校内書きぞめ展15～16柴田小学校
� 56-1430

カルタ大会27

校内書きぞめ展16～20
船迫小学校
� 55-5394

民話を聞く会23
西住小学校
� 53-3227

校内書きぞめ展19～23
東船岡小学校
� 55-1811

実力試験9
船岡中学校
� 55-1162

1・2年実力試験30
槻木中学校
� 56-1331

実力試験9船迫中学校
� 54-1225

校内書きぞめ展14～21

第 3学期始業式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。

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所　母子・障害班　� 53-3132

�日時／12月25日（木）10：00～11：00

�場所／子育て支援センター

�対象／就学前のお子さんと保護者
※事前の申し込みが必要です。

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

　平成20年度乳がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。指定の日時に受

診してください。なお、当日受診票がないと検診を受けることができませんので、1

月 10日（土）までに受診票が届かない方はご連絡ください。申し込みをされていない

方で受診を希望する方は、1月 30日（金）までにお申し込みください。
　町では今年度も「がん対策のための戦略研究」に参加しています。検診内容に変更

はありませんが、協力をお願いする方（40歳代）には受診票にチラシが同封されて

います。詳細をご確認の上、研究にご理解とご協力をお願いします。

�受付時間／○1回目　8：30～ 9：0000　　○ 2回目　9：00～ 9：30
　　　　　　○3回目　10：00～ 10：30　　○ 4回目　12：00～ 12：30

�対象／30～ 39歳の女性と 40歳以上で奇数年齢の女性の方
　※年齢は、平成21年 3月 31日現在です。

● 40歳以上の方の乳がん検診は厚生労働省の指針に基づき2年に一度の検診になっ

　ています。

●対象外の方で検診を希望する方は全額自己負担で受けることができます。料金は

　40歳代の方9,240円、50～60歳代の方5,880円、70歳代の方4,725円です。ご

　希望の方は下記にお問い合わせください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

親子るんるんコンサート
～みんなで楽しいクリスマス♪～

　初心者・女子・親子での参加大歓迎。

考える力や先を読む力を育みます。

�日時／1月10日（土）、17日（土）の計

　2回　9：00～ 11：30

�場所／槻木生涯学習センター

�講師／鈴木彊氏（日本将棋連盟普及指

　導員）

�対象／小中学生 20人（先着順）

�参加費／無料

�申込期限／ 12月 25日（木）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　親子で作ったお正月飾りで良いお年を

お迎えください。

�日時／12月25日（木）9：30～12：00

�内容／縄ないを体験し「小輪っか」を

　作ります

�募集人数／親子 10組（先着順）

�参加費／無料

�持ち物／剪定ばさみ（わら切り用）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　小室達先生は昭和28年に逝去し
ました。アトリエ倉庫内に保管され
ていた作品を小室家より寄附をいた
だき、今回初めて展示紹介します。
�会期／ 1月 25日（日）まで
�開館時間／9：00～ 16：30
�入場料／大人200円、高校生100円
　（20人以上で団体割引有）

小室達展「ささえた人々」

小中学生将棋入門講座

　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9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16日（金）・30日（金）
　　　　13：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

しめ縄作り体験教室

電話番号のお知らせ
55-0708は廃止となりました。

場　　所実　　施　　日

保健センター1月 21日（水）～ 2月 2日（月）
※1月 24日（土）～ 26日（月）、2月 1日（日）を除く

槻木生涯学習センター2月 3日（火）～ 2月 6日（金）


	1
	2
	3
	4

