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　景気後退下での国民への生活支援のために、国の施策として「定額給付金」「子育て応援特別手当」が給付されることになりまし

た。定額給付金は全世帯（平成21年 2月 1日現在で柴田町の住民基本台帳に記録されている方・外国人登録原票に登録されてい

る方が給付対象）へ、子育て応援特別手当は対象世帯（小学校就学前3学年の第2子以降の子がいる世帯が給付対象）へ、申請書

や手続きの方法を記載した文書を送付します。現在、町では申請書の発送に向けて準備を進めています。各世帯への申請書の送付

は4月 10日前後になります。申請書受け取り後、直ちに申請した方でも、給付（口座振込みが原則になります）は5月 10日前

後になります。給付内容や申請手続きについての詳細は、4月 1日号の「広報しばた」でお知らせします。

■問  定額給付金・企画財政課　� 54-2111、子育て応援特別手当・子ども家庭課　� 55-2115
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主な行事日学　校

交通安全教室15船岡小学校
� 55-1064

振替休業日20

授業参観・ＰＴＡ
総会

25

1 年生を迎える会30

1 年生を迎える会15槻木小学校
� 56-1029

授業参観・ＰＴＡ
総会

18

振替休業日20

交通安全教室28

身体検査14～16柴田小学校
� 56-1430

交通安全教室22

1 年生を迎える会23

授業参観・ＰＴＡ
総会

25

振替休業日28

交通安全教室16船迫小学校
� 55-5394

1 年生を迎える会17

授業参観・ＰＴＡ
総会

19

振替休業日21

授業参観・ＰＴＡ
総会

25
西住小学校
� 53-3227

1 年生を迎える会30

1 年生を迎える会23東船岡小学校
� 55-1811

授業参観・ＰＴＡ
総会

26

交通安全教室30

振替休業日13船岡中学校
� 55-1162

授業参観・ＰＴＡ
総会

18

3 年修学旅行23～25

3 年振替休業日27

身体測定・検査10槻木中学校
� 56-1331

身体検査14～16

1 年生交通安全教室15

授業参観・ＰＴＡ
総会

18

振替休業日24

校内スポーツ大会27

ＰＴＡ総会18船迫中学校
� 54-1225

振替休業日20

校内体育祭28

始業式8小学校共通

入学式9

始業式、入学式8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。

　年度替わりは、窓口が大変混み合う時期です。そこで町では、住民サービスの向上と

転出・転入者の利便を図るため、3月 28日（土）・29日（日）、4月 4日（土）・5日（日）

の 8：30から 17：15まで、役場および槻木事務所で下記の窓口業務を実施します。

　ポリオの予防接種を実施します。電話予約は不要です。指定日が都合の悪い場合は、

下記の日程のいずれかの日に接種してください。

�対象／1回目：平成 20年 7月 1日～平成 20年 12月 31日生まれのお子さん

　　　　 2回目：平成 20年 10月に 1回目を接種したお子さん
※平成13年 10月 20日～平成20年 6月 30日までに生まれたお子さんで接種を延期している方も
　対象になります。

担当課取り扱い業務担当課取り扱い業務

税務課
� 55-2116

各種税証明の交付

町民環境課
� 55-2113

槻木事務所
� 56-1311

住民異動の手続き、住民
票の写し（広域交付住民
票を除く）・戸籍（謄本・
抄本・附票）・身分証明
書・印鑑登録証明書の交
付、印鑑登録と廃止の手
続き、戸籍届の受付（本
籍地への確認がとれな
い場合はお預かりする
のみ）、国民健康保険の
転入・転出の手続き、国
民年金に関する手続き、
後期高齢者医療転入・転
出の手続き

健康福祉課
� 55-2159

介護保険の転入・転出の
手続き

子ども家庭課
� 55-2115

児童手当の手続き

教育総務課
� 55-2134

小中学校児童・生徒の転
入・転出に伴う入学通知
書の発行

上下水道課
� 55-2119

水道の給水開始・廃止届
の受付

�受付時間／12：45～ 13：15　　　�場所／保健センター1階
�注意事項／◆ＢＣＧ・麻しん風しんなど生ワクチン接種後4週間、三種混合など不
　活化ワクチン接種後1週間以上経っていない方、下痢をしている方、けいれんを起

　こして3カ月以上経っていない方は受けられません。◆体調の悪い方や服薬中の方

　は受けられないことがあります。体調が良くなってから受けることをお勧めします。

　◆生後5か月までのお子さんはＢＣＧ予防接種を優先してください。◆母子健康手

　帳と予診票を忘れずにお持ちください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

対　　　　　　　象接種日

平成 19年 12月～ 20年 2月生まれのお子さん4/9（木）

平成 20年 3月～ 5月生まれのお子さん4/13（月）

平成 20年 6月～ 8月生まれのお子さん4/16（木）

平成 20年 9月～ 11月生まれのお子さん4/17（金）

平成 20年 12月生まれのお子さん、7歳 6か月未満で未接種のお子さん4/22（水）
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臨時保育士登録者募集

　宮城県芸術協会会員で、河北美術展

招待作家、故引地東治氏と、その絵画

愛好会の美術作品を展示紹介します。

�期間／3月19日（木）～5月24日（日）
�開館時間／9:00～ 16:30
�入場料／大人200円　高校生100
　円　小中学生50円（20名以上で団

　体割引有）

　町内で活動している団体・個人が長

年技をみがき制作した多様なジャン

ルの作品展示会です。

�開催期間／4月5日（日）～26日（日）
�開館時間／9:00～ 16:30
※展示期間、開催時間は各団体により異なり
　ます。入場無料です。

　

　郷土の文化、技術の伝承として観賞

用菊花の栽培方法を学びます。

�日時／3月24日～10月（計12回
　火曜日開催）9：30～ 12：00

�募集人数／25名（先着順）
�講師／柴田町菊の会会長平間英治氏
�参加費／材料代実費

　

　「'09さくら回廊 inしばた」開催の

ため下記期間、施設各室（ＩＴ創作プ

ラザ含む）の貸出し利用はできません。

�期間／3月31日（火）～4月28日（火）

「桜の中の美術祭」
引地東治絵画展

'09さくら回廊 inしばた

仙南地域職業訓練センター 春休み親子教室参加者募集

介護保険認定調査員募集
　臨時保育士の登録者

を募集します。

�応募資格／保育士の
　資格をお持ちの方で、

　おおむね 50歳までの方

�勤務体制／月 20日以内
�応募方法／市販の履歴書に必要事項を
　記入し、資格証の写しを添付の上、各

　保育所にお申し込みください。

■申 ■問  船岡保育所　� 55-1253
　槻木保育所　� 56-1332
　西船迫保育所　� 57-1387

　介護保険認定事務に係る調査員を募集

します。

�募集人員／若干名
�応募資格／看護師、准看護師、介護支
　援専門員、介護福祉士のいずれかの資

　格を有し、普通自動車運転免許を取得

　している方

�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、
　資格証の写しを添付の上お申し込みく

　ださい。

�申込期限／ 3月 31日（火）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2159

�対象／小学生の親子（児童1人に保護者 1人でお申し込みください）
�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／3月 23日（月）　※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

　平成21年 4月 1日使用分から、下記のとおり変更いたします。

※槻木事務所での受付業務は4月 1日（水）からは行いません。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山山山テテテテテテテテテテニニニニニニニニニニススススススススススココココココココココーーーーーーーーーートトトトトトトトトト使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口のののののののののの変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更葛岡山テニスコート使用申請窓口の変更

受付時間等申請できる施設名テニスコート名

火曜日～土曜日の午前 8:30 ～午後 5:15
毎週月曜日は休業日となります。

※槻木生涯学習センター
スポーツ振興室　　

葛岡山　　　
テニスコート

講　座　内　容日　　　時講座名・受講料

　親子で“ものづくり”に親しむ
ことを目的に、コントローラー
で作動する「2足歩行バトルロ
ボット」を親子一緒に力を合わせ
て作成します。
持ち物：筆記用具

3月 28日（土）
8：40～ 12：00
参加費：1,500 円

春休み親子工作教室
（2足歩行バトルロボット）

募集人数：30組

　親子で一緒に、野菜を使った
スーツ創りに挑戦します。
持ち物：エプロン、三角巾、ハン
　　　  ドタオル、筆記用具

3月 28日（土）
10：00～ 13：00
参加費：1800 円

親子でクッキング

「野菜で作る　　　
　　スイーツ教室」
募集人数：12組

4月の施設利用について

菊作り体験学習受講者募集

（社）柴田町シルバー人材センター
からのお知らせ

　60歳以上の健康で働く意欲のある

方、地域社会のために働いてみません

か。高齢者にふさわしい仕事をお引き

受けしています。また、いろいろな愛

好会があり友達と楽しい時間も過ごせ

ます。

　

4月～ 11月末までの 9：00～ 16：00

第 1土曜日：マルコ、第 2土曜日：イ

トーチェーン船岡店、第 3土曜日：Ａ

コープ槻木店、第 4土曜日：イトー

チェーン船迫店

会員募集中です

刃物研ぎやっています

■問  柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　除雪作業は昼夜問わず実施しますので、

路上駐車はしないようにしてください。

また、各家庭での除雪にご協力ください。

■問  都市建設課　� 55-2120
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�日時／ 4月 12日（日）雨天決行
�受付／ 9：00～
�場所／仙台大学サッカー・ラグビー場
�コース／船岡ウォーキングモデルコース
�種別／□Ａ ウォーキング 8�（所要時間
　約 2時間）□Ｂ ノルディックウォーキン
　グ 5�（講習会あり、所要時間約 1時

　間30分、ポールの貸出しは限定40セ

　ット）

�主な経路／仙台大サッカー・ラグビー
　場～白石川堤～さくら歩道橋～さくら

　船岡大橋～船岡駅前広場～仙台大サッ

　カー・ラグビー場

�対象／町民および町内事業所に勤務し
　ている方

�参加費／無料
�申込方法／電話でお申し込みください。
�申込期限／ 3月 28日（土）

■申 ■問  町体育協会事務局（スポーツ振興室
　内）� 55-2030

　第7回協議会が大河原合同庁舎で開催

されます。合併協議会は、どなたでも傍

聴できます。会議開会の 30分前から受

け付けを行いますので、ぜひご来場くだ

さい。

�日時／ 3月 30日（月）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

　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／ 4月 2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

　心身障害者医療費助成は、心身障害者

の医療費の一部を助成し、適正な医療機

会の確保および経済的負担の軽減を図る

ことを目的として、助成対象者に係る医

療費のうち保険各法に定める一部負担金

を助成する制度です。助成を受ける場合

は申請が必要となります。申請がお済み

でない方は、所得制限などがありますの

で、詳しくはお問い合わせください。

�助成対象者／
○特別児童扶養手当 1級の方

○療育手帳Ａの方

○知的障害者福祉法に定める職親に委託

　されている方で、療育手帳Ｂの方

○身体障害者手帳 1級および 2級の方

○身体障害者手帳 3級内部障害（心臓、

　じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小

　腸およびヒト免疫不全ウイルスによる

　免疫の機能障害）の方

■申 ■問  健康福祉課　� 55-5010

　囲碁・将棋に興味をお

持ちの方お待ちしていま

す。初心者も大歓迎です。

�活動日時／毎月第 2・4日曜日
　　　　　　9：30～ 16：00

�場所／槻木生涯学習センター
�会費／一般会員は年2,500円、小中学
　生は無料、高校生以上の学生・女性の

　方は一般会員の 1/2

■問 ■申  槻木囲碁・将棋教室事務局
　太田　

　平成 21年度に実施する各種健康診査

の申込書の提出はお済みでしょうか。

　4月から胃がん検診、5月から大腸が

ん検診・前立腺がん検診の実施を予定し

ています。

　まだ申込書がお手元にある方は、至急

ご提出ください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　170インチの大型スクリーンと迫力

ある音響で映画館のような雰囲気をみん

なで楽しもう。

�日時／3月26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：交通安全ビデオ
　「いってきます！」、アニメ「炎神戦隊ゴ

　ーオンジャー」午後の部：交通安全ビ

　デオ「いってきます！」、アニメ「Yes ！

　プリキュア 5GoGo！」

�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

　手すき和紙を、ちぎって、はぐって、

四季の花々などを描いていきます。指先

を使うことで脳を活性化してみませんか。

年齢、性別なくどなたでもご参加くださ

い。絵心がなくても大丈夫です。

�日時／ 4月 4日（土）13：00～ 15:00
�場所／船岡公民館
�講師／（財）和紙ちぎり絵協会　
　会友　半澤登美子

�定員／ 20人
�参加費／ 2,100 円
�持ち物／おしぼり、鉛筆、ハサミ
�申込期限／ 3月 20日（金）

■申 ■問  斉藤　

　町内外を問わずに受け付けします。

　1人 2区画まで申し込み可能です。 

�場所／富沢字赤柴地内
�区画／ 50�（5m× 10m）約 15坪
�使用料／年 6,000 円
�使用期間／平成 22年 2月末まで（継
　続可能）

�農園管理者／富沢の集楽営農を考える
　会長加藤武男　
※トイレ・水道（沢水）完備

■問  地域産業振興課
　� 55-2122

和紙ちぎり絵教室生募集

2009柴田さくらウォーキング
～桜の中を歩きませんか～

心身障害者医療費助成制度を
ご存知ですか？

槻木囲碁・将棋教室
会員を募集しています

富沢貸農園申込受付中
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