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　昨年の原油価格高騰による石油製品などの値上がりや景気後退が、町民の生活を圧

迫していることから、臨時的かつ緊急的に世帯の負担軽減を図るため、冬季生活助成

を行っています。助成対象と思われる世帯には、あらかじめ申請書などを郵送（1月

15日）しました。申請の際は、先に送付した申請書と印鑑をご持参ください。また、

すでに申請され冬季生活助成の商品券を受け取られた方は、スタンプ会加盟店でお早

めにご利用ください。

＜助成対象世帯＞

　平成21年 1月 1日現在において柴田町に住所を有する世帯で、支給日において

引き続き居住し、次のいずれかに該当する世帯（ただし、施設等入所者を除きます）。

（1） 生活保護世帯

（2） 平成 20年度の町民税が非課税の方だけで構成される次に掲げる世帯（平成20

　年 1月 2日以降、柴田町に転入された方がいる世帯は、下記までお問い合わせく

　ださい。）

①　高齢者世帯

　　65歳以上（昭和 19年 1月 2日以前生まれ）の高齢者だけの世帯

②　障害（児）者世帯

　（イ）身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者手帳を所持している方が同

　　　居する世帯

　（ロ）特別児童扶養手当受給世帯

③　母子 ･父子世帯

　　児童扶養手当受給世帯または母子 ･父子家庭医療費助成受給世帯

＜助成内容＞　　一世帯5,000円の柴田スタンプ会（柴田町商工会）発行の共通商

　　　　　　　　品券

＜申請期限＞　　2月 27日（金）まで　※土・日・祝日を除く

＜申請窓口＞　　企画財政課（役場2階）、槻木事務所

　申請書などの郵送がなかった方でも要件に該当していれば申請することができます

ので、お問い合わせください。
　※この助成は、国の定額給付金ではありません。

■申 ■問 

■問  企画財政課　� 54-2111

　高齢期の健康づくりは介護予防活動で

す。さまざまな活動にチャレンジすれば、

どんどん心や体が変わっていきます。仙

台市で大活躍の先生をお招きし、介護予

防の楽しいお話と、誰でも手軽に座った

ままできる「おトク体操」を習います。ど

なたでも参加できますので、ぜひお越し

ください。

�日時／2月27日（金）13：00～15：30

�場所／槻木生涯学習センター

�講師／仙台市健康増進センター

　　　　健康運動指導士　入江徳子氏

■問  地域包括支援センター　� 55-2159

　保護者に対する育児支援として、次の

ような場合に有料でお子さんをお預かり

しています。原則として登録制です。

①働いている方は週3日程度預かります

②出産・看護・冠婚葬祭などで育児がで

　きないときや、育児に悩みや不安を感

　じている方も利用できます

�対象／満 10カ月～就学前児童（幼稚

　園や保育所などに入園していない児童）

�申込方法／申込書は保育所にあります

　ので、必要事項を記入し、希望する保

　育所に直接お申し込みください。

�申込期間／2月2日（月）～13日（金）ま

　で（土・日・祝日を除く）8：30～ 17：15

�預かり施設／船岡保育所、西船迫保育所

�預かり時間／ 8：30～ 15：30

　（土・日・祝日・年末年始は休みです）

�預かり料／1日 1,100円（給食費別途）

■申 ■問  船岡保育所　� 55-1253
　西船迫保育所　� 57-1387

平成 21年度登録者募集

「ゆとりの育児支援」

電話番号担当課助成対象世帯区分

55-5010健康福祉課

�生活保護世帯

�高齢者世帯

�障害（児）者世帯の（イ）に該当する世帯

55-2115子ども家庭課
�障害（児）者世帯の（ロ）に該当する世帯

�母子 ･父子世帯
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○控除しきれなかった分は住民税（所得割）から控除されます
　税源移譲により所得税が減額となり、控除で

きる住宅ローン控除額が減る場合があります。

平成11年～平成18年末までに入居し、所得税

の住宅ローン控除を受けている方で、所得税か

ら控除しきれなかった額がある場合は、翌年度

の住民税（所得割）から控除できます。

○平成21年以降も住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります
　平成20年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成21年 3月 16日までに、平成21年 1月 1日現在お住ま

いの市区町村へ「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
※この制度は平成28年度まで適用される予定です。

　

○計算方法…①と②のいずれか少ない金額から③に掲げる金額を差し引いた金額が住民税の控除額となります。
①平成20年分の住宅借入金等特別控除額

②平成20年分の所得から税源移譲前（平成18年分）の税率で計算した所得税額

③平成20年分の所得税額（住宅借入金等特別控除前の額）

○個人住民税の住宅ローン控除Ｑ＆Ａ
「どういう場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となるの？」

　給与所得者の方については、平成20年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、こ
の金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。

「住宅ローン控除の対象となった場合、税金は還付になるの？」
　所得税ではあらかじめ納めていた料金が確定申告（年末調整）をすることにより、多い分は還付になりますが、住民税での「住
宅ローン特別税額控除」は、翌年度の個人住民税（所得割）から税額控除（減額）するものなので、還付にはなりません。

「平成19年以降に入居した場合は？」
　別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合せください。（「従来
の方式」と「控除率を引き下げて控除期間を延長する方式（10年から 15年に延長）」の選択制をとる特例が創設されています。）

　

■問  税務課　� 55-2116　大河原税務署　� 52-2202

Q

A

所得税の確定申告をする方所得税の確定申告をしない方

（1）「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除
　申告書（所得税の確定申告書を提出する納税者用）」
　 ※所得税の確定申告書と一緒に提出してください。

（1）「市町村民税道府県民税 住宅借入金等特別税額控除
　申告書（年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受
　け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用）」
（2）平成 20年分源泉徴収票

申告に必要な書類

町ホームページ・税務課・大河原税務署で配布しています。申告書・記載要領

申告書をダウンロードした場合は…必要事項を記入し「市町村提出用」「税務署確認用」と必要書類を一緒に下記提出先へ申告（郵
　　　　　　　　　　　　　　　　送）してください。

大河原税務署（〒989-1201 大河原町大谷字末広 12-1）
※町で行う所得税の確定申告期間中にも受け付けます。

税務課（〒 989-1692 柴田町船岡中央 2-3-45）
※平成 21年 2月から受付開始

申告書の提出先

平成 21年 3月 16日（月）申告書の提出期限

Q

A

Q

A
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○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告を
　して下さい。
○給与および年金所得の方は、源泉徴収票をお持ちください。
○事業所得等のある方は、1年間の売上金額・必要経費の集計をお願いします。
　※消費税の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をしてください。町では消費税の申告
　　を受け付けしていません。

○医療費控除を受ける方は、1年間の医療費・生命保険給付額の集計をお願いします。
○無収入の方で

�同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。

�誰の扶養にもなっていない方や別居している方の扶養になっている方は、「簡易

　申告書」を税務課、槻木事務所または各申告会場へ提出してください。

　
計算コーナーを設置しています！

　待ち時間を少なくするため、下記の方には受け付け前に領収書などをまとめていた

だけるよう、申告の手引き、集計票や電卓などを用意していますので、ご協力をお願

いします。

○事業所得・農業所得・不動産所得などある方⇒収入・必要経費などを項目毎に計算

○医療費控除を受ける方⇒受ける人・病院毎に集計

�所得税の受付期間／2月 16日（月）～ 3月 16日（月）
�消費税の受付期間／2月 16日（月）～ 3月 31日（火）
○還付申告の方は、2月 16日以前でも申告書を提出することができます。

○税務署の閉庁日（土・日曜日および祝日など）の相談および申告書の受け付けにつ

　いては、2月 22日（日）および3月 1日（日）に仙台北、仙台中、仙台南の3つの税

　務署で実施しています。その他の閉庁日には行っていませんが、申告書は郵送また

　は税務署の時間外収受箱に投函することにより提出できます。
　

消費税の確定申告について
　平成18年分で事業収入があり、課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税

事業者」となり、平成20年分の消費税の申告が必要です。
　

e-Tax が便利でおトクです！
　e-Tax とは、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して国

税に関する申告、申請・届出などができるシステムです。インターネットパソコンで

申告書を送信することから、わざわざ休みをとって税務署へ行く必要がありません。

自分の空いた時間で申告手続きができますのでとても便利です。なお、e-Tax を利用

するには、事前に電子証明書などの取得と開始届出書の提出が必要となります。

　e-Tax を利用して所得税の申告をすると、①国税庁ホームページからカンタン申告

②最高5,000円の税額控除（平成19年分の確定申告で本控除の適用を受けた方は受

けられません）③添付書類が提出不要④還付金がスピーディーなど便利でおトクです。

ぜひご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】をご

覧ください。

■問  税務課　� 55-2116　E-mail：tax ＠ town.shibata.miyagi.jp
　 大河原税務署　� 52-2202

※混雑を避けるために、指定日以外の日
　に申告相談をされる方は、午後からの
　受け付けにご協力をお願いします。

会　場対象行政区相談日

農村環境
改善センター

23・252/4（水）

21・22・275（木）

24・266（金）

槻木生涯学習
センター
（3階）

17B9（月）

17A10（火）

18A・18B12（木）

14・2013（金）

15・1916（月）

1317（火）

1618（水）

2819（木）

保健センター
（4階）

5・820（金）

3023（月）

6A・6B24（火）

29B25（水）

10・29D26（木）

29A27（金）

29C3/2（月）

12A（中名生）
12B3（火）

12A（下名生）4（水）

11A5（木）

11B6（金）

11C9（月）

9A・9B10（火）

7A・7B11（水）

312（木）

1・213（金）

416（月）

詳しくは、1月中旬に配布しています「平成21年度　町民税・県民税申告相談
のご案内」をご覧ください。

大河原税務署からのお知らせ
～確定申告はお早めに～
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�開会日時／2月13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記入し提出ください。

�日程／ 2月 13日（金）　町政報告など

　17日（火）～ 19日（木）　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

�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／ 2月 15日（日）  毎月第 3日曜日
�臨時休館／ 2月 1日（日）東北室内選手権水球競技大会（全館休館）
�プール休館／ 2月 23日（月）～ 3月 9日（月）（予定）　プール可動床メンテナンス
○…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

2月 8 日（日） 9:00～16:00

2月22日（日） 9:00～16:00
槻木体育館

2月 1 日（日） 9:00～16:00

2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／2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／2月19日（木） 19:00
場所／船岡公民館

3
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

28272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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

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

2月 3 日（火）近江　宣男

生　　活
2月10日（火）飯渕　紀子

2月17日（火）山本登起子

2月24日（火）安藤　　登

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい福祉
センター（船岡字中島68）　� 58-1771

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

2月 4 日（水）渡邊みち子
人　　権

2月18日（水）桂川　クメ

2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

2月13日（金）大友　勝彦
人　　権

2月27日（金）本多　敬一

2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

　ごみ減量・環境保護についてみんなで
考えましょう！基調講演やパネル展示な
ど盛りだくさんの内容です。ぜひお越し
ください。
�日時／2月14日（土）13：00～16：00
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／○基調講演（斎藤恭紀氏）○実践活
　動報告（みやぎ生活協同組合）○パネル展示

■問  「もったいない運動」町民会議事務局
　（町民環境課内）　� 55-2114

　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。ご家族おそろいでご来場ください。

入場は無料です。

�日時／2月28日（土）10：00～12：00

�場所／船迫生涯学習センター

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

�売却物件／大字船岡字七作 143番 1
�地目・面積／宅地 196.05�
�売却方法／公開公募抽選
�売却価格／ 6,890,000 円
�申込期間／ 2月 2日（月）～ 20日（金）
�抽選日／ 2月 27日（金）
�抽選会場／保健センター

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

町有地を売却します

住民向け予算説明書住民向け予算説明書21年度「よくわかる町の仕事と予算」21年度「よくわかる町の仕事と予算」
協賛掲載募協賛掲載募集集

平成19・20年度に町の仕事や予算の具体的内容を住民にお知らせす　平成19・20年度に町の仕事や予算の具体的内容を住民にお知らせす
るため、予算説明書「よくわかる町の仕事と予算」の冊子を作成し全戸るため、予算説明書「よくわかる町の仕事と予算」の冊子を作成し全戸
配布しました。平成21年度も予算説明書の冊子配布しました。平成21年度も予算説明書の冊子（1（110ページ程度10ページ程度）を）を作作
成し配布する予定です。予算説明書に広告掲載する成し配布する予定です。予算説明書に広告掲載する「協賛」を「協賛」を募集します。募集します。
�掲載料金／1枠 10,000 円（掲載内容：事業者名・住所・電話番号）
�申込期限／3月 2日（月）

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111
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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／ 2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／ 2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

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

　未就学のお子さんを持つ保護者の方の

子育てを応援するボランティアです。子

どもたちとの触れ合いが大好きな方の参

加をお待ちしています。

�活動場所／柴田町内
�内容／年間約 20回の活動
※活動について研修会を実施します。
　経験・資格は問いません。

�申込期限／ 2月 27日（金）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　高齢や障害者で、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。（要予約）

�日時／2月24日（火）13：00～17：00
�場所／保健センター
※外出できない方は、自宅への訪問による相談
　もできます。

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2159

柴田町子育てサポーター募集

　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／ 2月 18日（水）11：00～

�場所／蕎麦処　陣屋

�対象／ひとりぐらしおよび日中ひとり

　の高齢者で現地集合できる方

�食事代／実費

�申込期限／ 2月 13日（金）

■申 ■問  佐藤　
　  　鈴木  

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」

町営住宅入居者募集

　麻しん風しんの撲滅を図ろうと全国的

に運動を展開しています。そのためには

麻しん風しんの予防接種を2回受けるこ

とが重要です。小さい頃に一度接種して

いる方も今回受けていただくようになり

ます。有効期限は平成21年3月31日まで

で、その期間を過ぎると有料になります。

まだ受けていない方は、指定医療機関に

て麻しん風しん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にいる方でも指

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。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　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／①船岡駅前 205号（3LDK）
　　　　　　②槻木駅前 303号（3LDK）

　　　　　　③北船岡 1001号（3LDK）

　　　　　　④北船岡 1005号（1LDK）

�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／ 2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　� 55-2121
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仙南地域職業訓練センター　料理教室受講生募集

�申込方法／電話またはＦＡＸ（氏名・連絡先を記入）でお申し込みください。
�申込期限／2月 12日（木）　※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／ 2月 28日（土）10：00～
�場所／しばたの郷土館
�対象／幼児～小学生
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 200円
�申込期限／ 2月 20日（金）

■申 ■問  樋口　

　子どもたちが作ったひな人形や紙

衣人形、郷土館所蔵のひな人形を展示

します。2月27日（金）展示のみ、28日

（土）こども茶道教室児童による茶席、

筝曲・ウクレレ演奏、1日（日）は猪股

社中の茶席、筝曲演奏鑑賞（演奏体験

の時間もあり）、人形作り体験会を行

います。お気軽にお越しください。

�日時／2月27日（金）～3月1日（日）

　10：00～ 15：00

　あなたのお宅のひな人形を、桃の節

句「ひなまつり」の集いで展示してみ

ませんか。

�申込期限／2月 21日（土）

　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。

�日時／ 2月 14日（土）、21日（土）

　9：30～ 11：00

�対象／小学4年生以上

�参加費／600円

桃の節句「ひなまつり」の集い

2月のトンボ玉体験会

　皆さんの観戦・応援をお待ちしていま

す。

�日時／ 2月 14日（土）9：00～
�場所／船岡体育館
�競技種目／銃剣道（団体・個人戦）
　　　　　　短剣道（個人戦　※男女別）

�主催／柴田町体育協会仙南銃剣道支部

■問   仙南銃剣道支部（茶屋場）

　ビートルズコピーバンド「ザ・ビーン

ズ」（仙台市）の北村勝則氏の指導で、ビ

ートルズのメロディーを練習しています。

英語で歌いたかったあの曲、この曲をユ

ニークなレッスンでマスターしていきま

す。ジョン、ポール、リンゴ、ジョージ

になりきって一緒に歌いましょう。

�日時／ 2月 28日（土）14：00～
�場所／船迫生涯学習センター

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　小学校3年生～6年生で構成された吹

奏楽部の演奏をお楽しみください。入場

は無料です。

�日時／ 3月 1日（日）14：00～
�場所／岩沼市民会館　大ホール
�内容／第1部…コンクールの曲を中心に
　第 2部…アンサンブル（槻木小 4団体）

　第 3部…合同演奏（槻木中学校吹奏楽

　　　　　部、槻木ウィンズ・サークル）

■問  槻木小学校　� 56-1029

　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊び、

折り紙などを一緒に楽しみませんか。ど

なたでも参加できます。

�日時／ 2月 9日（月）15：00～ 16：00

�場所／庄司さん宅（船岡中央 2-4-10）

■問  庄司　
　 小塩　

　地場産そば粉を使用した、太陽の村の

そば打ちの教室は、そば打ちの技を磨く

のに最適です。

�日時／ 2月 14日（土）、28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（昼食付き）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器
�申込期限／各開催日の前日まで

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　どなたでも参加できます。参加費は無

料です。

�日時／2月26日（木）19：00～21：00
�場所／オーガ（大河原町）
�講師／（社）日本青年会議所東北地区協
　議会直前会長　矢部亨氏

■問  （社）さくら青年会議所（高橋）
　

　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。参加費は無料です。

�日時／2月19日（木）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）
　

柴田茶道こども教室

ひなまつり茶会参加者募集

ひな人形を展示してみませんか

ビートルズメロディーを歌おう
愛好会会員募集

太陽の村

本格そば打ち教室

講　座　内　容日時・受講料講  座  名

家庭でもおいしく簡単に作れる中華料
理に挑戦します。
【メニュー】地鶏の胡麻ソース和え、茹
で豚肉入り炒飯

2月 18日（水）
11：00～ 14：00
2,100 円

家庭で作れる
中華料理教室

募集人数：20人
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市民農園の利用者募集

納税貯蓄組合の組合員
および新規組合募集

　国民年金や厚生年金を受けている方がお亡くなりになったときは「年金受給権者死

亡届」を届け出なければいけません。年金を受ける権利は、年金を受けている方が死

亡するとなくなります。届け出を忘れたり、遅れたりすると、死亡後も年金が支払わ

れてしまい、後日遺族の方に返していただくことになります。このようなことになら

ないように、速やかに届け出ることが必要です。

○未支給年金の請求
　まだ受け取っていない年金があるときは、お亡くなりになった方と生計を同じくし

ていた遺族の方が受け取ることができます。優先する順位がありますので、より優先

する方が死亡届と併せて請求を行ってください。

○受け取れる遺族と順位
　配偶者 ⇒ 子 ⇒ 父母 ⇒ 孫 ⇒ 祖父母 ⇒ 兄弟姉妹

　受付窓口は社会保険事務所です（寡婦年金や障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受

けている方がお亡くなりなった場合は、市区町村の国民年金係が受付窓口になります）。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3112

�名称／ひまわり市民農園

�場所／入間田字三ツ樟地内

�募集区画数／ 8区画（1区画約 30�）

�利用料金／ 1区画 5,000 円（年額）

�利用期間／ 4月～平成 22年 3月

�主な施設／トイレ、水道、駐車場、共

　同収納庫兼休憩所

�募集対象／特に指定なし（1世帯で 2

　人以上のお申し込みはできません）

�申込方法／電話でお申し込みください。

�申込期限／ 2月 27日（金）

�現地説明会／後日通知します。
※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  地域産業振興課　� 55-2122

　税理士法に基づき、社会奉仕活動の一

環として、小規模な事業者などのために

東北税理士会大河原支部主催による相談

会を開催します。

�日時／2月23日（月）10：00～15：00
�場所／各税理士事務所
※2月 20日（金）までにご連絡ください。

�内容／所得税の確定申告相談、確定申
　告の作成指導、消費税などの税務相談

■問  東北税理士会大河原支部事務局（内海
　孝税理士事務所）� 0224-27-2488

　町には、現在 99の納税貯蓄組合が地

域住民の皆さんにより組織され、組合員

の町税および使用料などの納期内完納を

推進しています。町税および使用料など

の納付方法は、口座振替や納付書による

自主納付のほか納税貯蓄組合で納める方

法もあります。納税貯蓄組合へ加入を希

望される方、また、納税貯蓄組合の無い

地域や職場単位で新たな納税貯蓄組合の

結成をお考えの方はご相談ください。

■問  柴田町納税貯蓄組合連合会事務局
　（税務課内）　� 55-2116

　3月の軽自動車検査協会の窓口は、名

義変更や廃車手続きの申請をする方で、

例年大変混雑します。つきましては、名

義変更や廃車手続きはできる限り早期に

済ませるようお願いします。

　また、3月は車検も大変混雑します。

継続検査は、検査の有効期間が切れる 1

カ月前から受けても期間が短くなること

はありませんので、早めに受検するよう

お願いします。

�受付時間／月～金曜日（祝日を除く）
　8：45～ 11：45、13：00～ 16：00

■問  軽自動車検査協会　宮城主管事務所
　� 022-284-1368
　テレホンサービス　� 022-238-5566

　槻木の冬の風物詩となりつつあるＪＲ

槻木駅前のメタセコイアが、今年も 12

月13日～1月12日までイルミネーショ

ンをまとい、美しく輝きました。

　地元住民の方や町内企業からたくさん

の募金をいただいたおかげで、子どもた

ちをはじめ、多くの方に夢と感動を与え、

そして温かい光が心に刻み込まれたので

はないでしょうか。

　募金にご協力くださった皆さまに心か

ら感謝申し上げます。

■問  メタセコイアの奇跡！光り輝け槻木
駅2008実行委員会事務局（槻木生涯学
習センター）　� 56-1997

軽自動車の名義変更・
廃車手続きおよび車検は
お早めに！

ゆるりんクラブを開催します！
　小学生の皆さん！遊びに来ません

か？おいしいお昼を一緒に作って食べ

ましょう！

�日時／2月14日（土）10：00～14：00
�場所／船迫公民館
�対象／小学 1年生～ 6年生
�募集人数／ 30人
�参加費／ 300円（昼食代）
�持ち物／エプロン、筆記用具
�申込期限／ 2月 10日（火）

ゆるりんひろばを開催します！
　親子で“ミニおひなさま飾り”を作

ります。

�日時／2月21日（土）10：00～12：00
�場所／船迫公民館
�対象／ 4歳～小学 3年生の親子
�募集人数／ 20組
�参加費／ 500円（材料代）
�申込期限／ 2月 10日（火）

■申 ■問  ＮＰＯしばた子育て支援ゆるり
　ん（水戸）　

年金を受けていた方がお亡くなりになったときは、
速やかにお届けを
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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
2/4（水）

12：45～ 13：15阿部先生平成 20年 9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 19年 7月生まれの方1歳 6か月児健康診査6（金）

  9：15～   9：45平成 20年 2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玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）16（月）

12：45～ 13：15小屋先生平成 18年 10月生まれの方
2歳児歯科健康診査（フッ素塗布希望
者は調査票をお持ちください）

17（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
18（水）

12：45～ 13：15曽我先生、小田部先生平成 17年 8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）

  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）

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）3/3（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
4（水）

12：45～ 13：15阿部先生平成 20年 10月生まれの方4か月児健康診査

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 19年 8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 20年 3月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（木）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

53-3563大河原村上歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所54-2316船　岡村川医院2/1

53-2348大河原安藤歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院58-2220船　岡ふなばさま医院8

56-1026槻　木飯淵歯科医院56-1451槻　木乾医院83-5503村　田町南診療所11

56-2766槻　木乾歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院83-2088村　田山田医院15

53-8020大河原いのうえ歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック53-5151大河原さくら内科消化器科22

57-1818船　岡内田歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科57-2310船　岡しばた協同クリニック3/1

53-2555大河原えんどう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1058大河原日下内科医院8

　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／ 2月 20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！○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

�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／2月 18日（水）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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