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■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　同年齢のお子さんと保護者の触れ合い

で「のびのび・いきいき」と子育てをし

ませんか？

�期間／平成20年4月～平成21年3月

　（毎月第 1・3木曜日、午前中予定）

�場所／子育て支援センター（予定）

�対象／平成17年4月～平成18年3月

　生まれのお子さんと保護者

�募集人数／ 30組程度（先着順）

�参加費／無料（一部実費負担有り）

�申込期限／ 2月 15日（金）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　「ひなまつり」にちなんだ郷土料理を親

子で楽しく作ってみませんか。

�日時／ 3月 1日（土）9：30～ 12：00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／小学生の親子 10組（先着順）

�参加費／ 1組 500円

�申込期限／ 2月 23日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

�日時／ 2月 15日（金）9：30～ 11：30

�受付時間／ 9：20～ 9：30

�場所／保健センター

�内容／妊娠中の食生活、日常生活、歯

　の手入れについて、歯科健診

�対象／妊婦の方

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具
※事前申し込みは不要です。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　お子さんと一緒に月齢に合った離乳食

を味わってみませんか。

�日時／2月26日（火）10：00～11：30

�受付時間／ 10：00～ 10：15

�場所／保健センター

�内容／離乳食講話および試食、家庭教

　育講話、個別相談（希望者）

�対象／生後 5～ 10カ月の乳児と保護

　者 15組

�申込期限／ 2月 19日（火）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

○第 11Ａ区行政区長　中 川 　 功

　大字船岡字新田 10　� 59-3384

　生活習慣病（メタボリックシンドロー

ム、心臓病、脳卒中、糖尿病、がんなど）

は、食生活、運動習慣、飲酒、喫煙、ス

トレスなど毎日の生活習慣の積み重ねの

結果で起こります。生活習慣病予防には、

日頃の生活習慣を見直し、「バランスの

とれた食生活」「食べすぎ、飲みすぎに注

意」「意識的に運動を心がける」など健康

的な生活習慣が第一です。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　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。登

録の際は印鑑をお持ちください。

①働いている方は週 3日程度預ります

②出産・看護・冠婚葬祭等で育児ができ

　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、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 1日（金）～ 15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

�日時／2月17日（日）13:30～16:00
�場所／槻木生涯学習センター

�内容／○オープニング

　歌とダンス（仙台大レク部）、中学生人

　権作文コンテスト入賞作文の朗読

○講演「これからの女と男のいい関係」

講師：樋口恵子氏

（婦人問題・高齢

化問題評論家）女

性、教育、福祉問

題のエキスパート

として活躍中！

　
　

※託児あり（要予約：申込期限 2月 12日）
　手話通訳・要約筆記あり

■予 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278
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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20年以降、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19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20年 3月 17日までに、平成20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20年度から平成
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控除額になります。
①平成19年分の住宅借入金等特別控除額

②平成19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19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19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税金が確定申告（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）から控除（差し引く）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（代表）

●Q 
●A 

●Q 
●A 

●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（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（給与収入のみで、確定申告書を提出しな
　い納税者用）」
(2) 平成 19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 20年 2月から受付開始

申告書の提出先

平成 20年 3月 17日（月）申告書の提出期限
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　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（土）10：00～ 15：00　　　�場所／各税理士事務所
※前日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

　確定申告を控え、税金、商売、暮らし
のことなど、お気軽にご相談ください。
�日時／ 2月 5日（火）14：00～ 19：00

19日（火）17：00～ 20：00
3月 4日（火）18：00～ 20：00

�場所／仙南民主商工会事務所

■問   仙南民主商工会　� 55-3267

会　場対象行政区相談日

農村環境
改善センター

23・252/6（水）

21・22・277（木）

24・268（金）

槻木生涯学習
センター
（3階）

17B12（火）

17A13（水）

18A・18B14（木）

14・2015（金）

15・1918（月）

1319（火）

1620（水）

2821（木）

保健センター
（4階）

5・822（金）

3025（月）

626（火）

29B27（水）

10・29D28（木）

29A29（金）

29C3/3（月）

12A（中名生）
12B

4（火）

12A（下名生）5（水）

11A6（木）

11B7（金）

11C10（月）

9A・9B11（火）

7A・7B12（水）

313（木）

1・214（金）

417（月）

※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。

○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してください。町では消費税の申告を
　　受け付けしておりません。

○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。

�だれ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ください。

～計算コーナーを設置します～
　待ち時間を少なくするため、次の方には受け付け前に領収書等をまとめていただけ

るよう、申告の手引き、集計票や電卓等を用意しています。ご協力をお願いします。

○事業・農業・不動産所得等のある方　⇒　収入・必要経費等を項目ごとに計算

○医療費控除を受ける方　⇒　受ける人・病院ごとに集計

大河原税務署からのお知らせ ～確定申告はお早めに～
�所得税の受付期間／2月 18日（月）～ 3月 17日（月）
�消費税の受付期間／2月 18日（月）～ 3月 31日（月）
○還付申告の方は、2月 18日以前でも申告書を提出できます。

○税務署の閉庁日（土・日・祝日）は、相談および申告書の受け付けは行いません。

申告書の提出は、郵送または税務署の時間外収受箱への投函をお願いします。

消費税の確定申告について
　平成17年分で事業収入があり、売上が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」

となり、平成19年消費税の申告が必要となります。

ｅ－Ｔａｘが便利でおトクです
　ｅ－Ｔａｘとは、インターネットを利用して国税に関する申告、申請、届出等がで

きるシステムです。さらに国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から

ｅ－Ｔａｘによる電子申告もできます。また、電子申告により所得税の確定申告書を

提出する際、本人の電子署名および電子証明書を併せて送信した場合に、その所得税

額を限度として最高5,000円の税額控除が平成19年分または平成20年分のいずれ

か1回受けられますし、所得税の電子申告においては医療費の領収書等の添付書類が

提出不要（3年間保存が必要）となりますので、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　� 52-1369

町税の口座振替をご利用の皆さまへ
お詫びと訂正

　平成19年分町税口座振替納付済通知
書（1月 21日発送）の問い合わせ電話
番号の欄に誤りがありました。お詫び
を申し上げ訂正いたします。

口座振替の問い合わせ先

  誤）� 55-2216  � 正）� 55-2116

詳しくは、1月中旬に配布した「平成20年度　町民税・県民税申告相談のご案
内」をご覧ください。
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　4月からの「広報し

ばた」に掲載する広告

を募集します。お店や

会社のＰＲなど暮らし

に役立つ広告をお待ち

しています。

　右の枠が実際に掲載

する広告枠と同じ大き

さになります。

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　柴田高原そば粉を使用して、本格手打

ちそばに挑戦してみよう。初心者からリ

ピーターまでご参加いただけます。

�日時／ 2月 9日（土）、23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

飼えなくなった犬・猫引取り日
2月14日（木）・28日（木）
10:00 まで  役場庁舎

 
■問  町民環境課　� 55-2114

印鑑を持参してください。　　　　　
猫は破れにくい袋に入れてください。

�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 17日（日）毎月第3日曜日 
○…全面利用可能　　×…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コース利用可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可
☆…レッスン実施中は利用不可　

600円一　　　般
プ
ー
ル

200円高校生以下

500円
60歳以上

障害者（手帳持参）
300円一　　　般ト

レ
ー
ニ
ン
グ
室

200円高校生以下
150円中学生以下

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 5 日（火）飯渕　紀子

生　　活
2月12日（火）佐藤由美子

2月19日（火）安藤　　登

2月26日（火）鈴木　克吉

■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
2月 6 日（水）桂川　クメ

人　　権 2月13日（水）郡山登美子

2月27日（水）菊地　康子

2月20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 8 日（金）大友　勝彦

人　　権
2月22日（金）本多　敬一

2月22日（金）星　マサ子行　　政

■問  町民環境課 � 55-2113

消費生活相談
役 場 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）古積　佳子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

※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10日（日） 9:00～16:00
2月24日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
2月 3 日（日） 9:00～16:00

2月17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15日（金） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／2月20日（水） 19:00
場所／船岡公民館

3
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

2928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日
区分 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土金

☆☆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

　平成 20年度に実施する各種健康診査

の申し込みについて、1月 31日まで提

出されるよう案内していますが、投函は

お済みでしょうか。まだ提出されていな

い方は、申込書に同封している返信用封

筒にてお申し込みください。直接健康福

祉課にお持ちいただいても結構です。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　絵本とわらべ歌、昔の遊びを楽しみま

しょう。時間途中からの参加もお待ちし

ています。好きな絵本、紹介したい本を

1冊持って来てください。　※参加費無料

�日時／2月21日（木）10:30～11:30
�場所／船岡公民館（船岡小学校隣）

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　� 55-0916

�内容／平成 20年度偶数月発行分（6回）に掲載
�広告の規格／1枠：縦45ミリメートル×横86ミリメー
　トル
�募集枠数／広報紙 1回につき 8枠　※1者につき 2枠ま
　で申し込みできます。応募者多数の場合は規定により決定します。

�掲載料金／ 10,000 円（1回 1枠）
�申込方法／所定の申込書に広告原稿を添えてお申し込
　みください。※申込書はホームページからダウンロードできます。
�申込期限／ 2月 20日（水）

各種健康診査の申し込み
忘れていませんか
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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 12日（火）・26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 12日（火）・26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

　地域包括支援センターの介護支援専門

員（非常勤職員）を募集します。

�任用期間／ 4月から 1年間（場合によ

　り最長 5年間まで更新）。原則として、

　月 15日以内の勤務です。

�募集人数／ 2人

�申込期限／ 2月 29日（金）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　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。
�日時／3月1日（土）、2日（日）10：00～15：00　　　�場所／しばたの郷土館
　1日：こども茶道教室児童による茶席
　2日：筝曲鑑賞（演奏体験もあります）、ひな祭り茶席、折り紙ひな人形作り体験会

　あなたが作ったひな人形を、桃の節句「ひなまつり」の集いに展示してみませんか。
�申込期限／2月23日（土）

　春、秋、町の風物詩として定着しているしばた茶会を担当していただける先生を募集します。

　
�日時／2月9日（土）、23日（土）9：30～11：00　　　�場所／しばたの郷土館
�内容／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。
�参加費／600円　　　�協力／柴田町トンボ玉愛好会

桃の節句「ひなまつり」の集い

2月のトンボ玉体験会

　献血は身近にできるボランティアです。

皆さんの温かいご協力をお願いします。

�日時／ 2月 17日（日）
　10：00～ 12：00、13：00～ 16：00

�場所／マックスバリュ柴田店駐車場
�実施内容／ 200ml、400ml 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

　しらさぎ共同作業所では、在宅精神障

害者の方を対象に早期社会復帰および社

会参加ができるよう支援しています。週

1回程度、作業活動のお手伝いをしてく

れる方を募集しています。

�日時／月～金曜日　9：00～ 16：00
※資格等は問いませんが、面接を行います。

■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。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 20日（水）11：00～
�場所／和食麺房「せんだい屋」
�対象／ひとり暮らしおよび日中ひとり
　の高齢者
�食事代／実費負担
�申込期限／ 2月 15日（金）

■申 ■問  佐藤　� 57-1065
  　　鈴木　� 55-2328

　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。
また、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。
　除雪作業の迅速化を図るため、皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
○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。
○除雪車は重機械のため、道幅の狭い車道
　では通行の妨げになる場合があります。
○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

手作りひな人形を展示してみませんか

しばた茶会の先生を募集
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　町には、生産数量目標として3,021t（前年比 91t 減）が配分されました。

　町での生産調整達成のためには、16ha の新規転作が必要です。米価安定などのた
めに、農業者の皆さんが自らの問題として認識し、確実な生産調整実施に向けた取り

組みをお願いします。ご協力をいただいた場合には、転作作物により産地づくり交付

金制度があります。詳しくは2月 8日（金）からの集落座談会でご説明します。

■問  地域産業振興課　� 55-2122
　ＪＡみやぎ仙南柴田地区営農経済センター　� 56-1212

　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なります。

�募集住宅／①神山前 1-305 号 (2K)
　　　　　　②船岡駅前 304号 (3DK)

�家賃／入居者の収入額や家族構成など
　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 4日（月）～ 15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
　は受付できません）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2120

　ごみ減量・環境保護について考えま
しょう！基調講演やパネル展示、ごみ分
別教室など盛りだくさんの内容です。

�日時／2月23日（土）13：00～16：00
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／●基調講演…林家カレー子氏　
●実践活動報告…イオン株式会社、第
9Ａ行政区　●3Ｒ推進啓発パネル展
示（県作成）、「平成19年度わたしがつ
くったマイバッグ環境大臣賞」応募作
品展示（環境省）●ごみ分別教室

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

　生ごみ処理容器購入者に対して補助金
を交付しています。購入をお考えの方は
購入する前にお問い合わせください。
 ＥＭ式生ごみ処理容器
購入金額の 1/2 以内（3,000 円を上限）
 電気式生ごみ処理機
購入金額の 1/3 以内（20,000 円を上限）

■問  柴田町公衆衛生組合連合会事務局（町
民環境課内）　� 55-2114

■船岡生涯学習センター　� 59-2520
○オール 1の落ちこぼれ教師になる（宮

本延春著）○吉原手引草（松井今朝子著）

○女子の本懐（小池百合子著）○もった

いないばあさんとぼく（真珠まりこ著）

ほか 11冊

■船迫生涯学習センター　� 57-2011
○記憶の扉（すだち著）○冠・婚・葬・

祭（中島京子著）○バスがきました（三

浦太郎著）○ことりはことりは木でねん

ね（チョン・スニ著）ほか 12冊

■船岡公民館　� 55-2030
○あじさい日記（渡辺淳一著）○天璋院

篤姫（宮尾登美子著）○ホームレス中学

生（田村裕著）ほか 6冊

■西住公民館　� 52-4101
○アサッテの人（諏訪哲史著）○一生感

動一生青春（相田みつを著）○ 10代の

メンタルヘルス（汐見稔幸著）ほか 5冊

■船迫公民館　� 56-5128
○へんな子じゃないもん（ノーマ・フィー

ルド著）○おかあさん「ぼけ」た？（末

永史著）○小説「侵略ケロロ軍曹」（吉沢

観音著）○かいけつゾロリ「やるぜ！ダ

イエット…」（原ゆたか著）ほか 6冊

　給料、残業、休暇のことなど、あなた

の悩みを解決します。

○相談ダイヤル
�日時／ 2月 14日（木）～ 17日（日）
　9：00～ 17：00

フリーダイヤル　� 0120-154-052

○無料相談会
�日時／ 2月 16日（土）～ 17日（日）
　9：00～ 17：00

�場所／ハーネル仙台（仙台市青葉区）

■問  連合宮城仙南地域協議会（佐竹）
　� 52-4774

生ごみ処理容器の購入に
補助金が出ます

889.40ha「平成 20年 1月 15日現在」水田面積（属人面積）
520kg ／ 10a基準単収
580.96ha（3,021t ÷ 520kg ／ 10a）作付目標面積
308.44ha（889.40ha － 580.96ha）生産調整「転作」目標面積
65.3％水稲作付配分率
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�募集人数／4歳児　2人
�入園資格／町内居住の平成15年 4月 2日～平成16年 4月 1日までに生まれたお
　子さん

�在園期間／平成20年 4月 1日～平成 22年 3月 31日
�申込方法／第一幼稚園で配布する入園願書に必要事項を記入しお申し込み下さい。
�受付期間／2月 1日（金）～ 2月 15日（金）8：30～ 17：15（土・日・休日を除く）

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　未成年者喫煙防

止の取り組みの一

環として、県内の

たばこ自動販売機は、2008年 5月から

成人識別たばこ自動販売機に変わり、利

用の際には専用のＩＣカード「taspo（タ

スポ）」が必要になります。2月よりカー

ドの申込受付を開始し、5月より使用で

きるようになります。

■問  （社）日本たばこ協会
　taspo ダイヤル  � 0120-222-180
　http://www.taspo.jp

�日時／ 3月 13日（木）9：10～ 15：30　　　　�場所／わたり温泉　鳥の海
�対象／在宅で介護されている方、介護サービスに興味のある方
�募集人数／20人（先着順）
�内容／介護者のリフレッシュ（温泉入浴）、食事や介護についての相談など
�参加費／2,500円

■申 ■問  特別養護老人ホーム常盤園　�55-1421　ケアホームふなおか　�54-5181
　柴田介護支援センター　� 58-2668

　積雪時には地下式消火栓の蓋が雪の下

に隠れ、消火活動に支障がでることがあ

ります。消防職員や消防団員が除雪作業

をしていますが、一斉に管内の消火栓を

除雪するのは難しいことです。近くに消

火栓がある場合は、家の周りの除雪と併

せて消火栓上の除雪にご協力をお願いし

ます。

■問  柴田消防署　� 55-2012

　25年にわたり、町内の皆さまをはじ
め多くの方に支えていただきました陶芸
の製作を終了します。これまでの感謝の
気持ちを込めて陶器の販売を行いますの
で、ぜひ、ご来場ください。

�日時／ 2 月 7日（木）～ 10日（日）
14日（木）～ 17日（日）
21日（木）～ 24日（日）

　10：00～ 16：00（日曜日は 17：00まで）
�場所／はらから地域生活支援センター
　「そよ風」

■問  社会福祉法人はらから福祉会分場は
　らから共同作業所（菊地）� 57-1413

　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 2日（日）14：00～
�場所／えずこホール
�内容／第1部…コンクールの曲を中心に
　第 2部…つきのき女声コーラス
　第 3部…合同演奏（槻木ウィンズサー
　クル、つきのき女声コーラス）

■問  槻木小学校　� 56-1029

�所在地／船岡中央 3丁目
�地目・面積／宅地 392.79�
�価格／ 14,835,000 円
�売却方法／公開公募抽選
�抽選日／ 2月 20日（水）
�抽選会場／保健センター
�申込期限／ 2月 15日（金）

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

　生活保護に準ずる程度に生活が困難な

世帯に対し、お子さんの就学を確保する

ため、学校での勉強に必要な学用品、修

学旅行、学校給食などの費用を一定の範

囲内で援助する「準要保護児童生徒就学

援助制度」があります。詳しくはお問い

合わせください。

■問  教育総務課　� 55-2134

　経済的な理由により就学困難な学生・
生徒のうち、向学心に燃える優秀な者に
対して奨学金の貸与を行っています。

　
�資格／○町内に1年以上住所を有して
　いる方の子弟で、高等学校（盲学校、ろ
　う学校、養護学校高等部を含む）、高等
　専門学校、大学（修業2年以上の専門学
　校を含む）への進学予定者および在学者
　○学術優秀、品行方正、身体強健で、学費
　の支払いが困難であると認められる方
�貸付期間／進学または在学する学校の
　修業年限の終期まで
�募集人数／若干名（平成 20年 5月の
　選考委員会にて決定）
�申込期間／ 2月 1日（金）～ 29日（金）

　

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

育英会会員募集中！
　町育英会では、より多くの希望者に
育英資金を貸与できるよう、事業目的
に賛同し一口 6,000 円以上を拠出し
てくださる会員を募集しています。ご
協力をお願いします。

貸付月額奨学生の種類

24,000 円大学奨学生（私立）

20,000 円大学奨学生（公立・短大等）

13,000 円高校奨学生

町町町町町町町町町町町町町町有有有有有有有有有有有有有有地地地地地地地地地地地地地地町有地を売売売売売売売売売売売売売売却却却却却却却却却却却却却却売却します
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�日時／3月2日（日）13：00～17：00
�場所／オーガ（大河原町）

�対象／県内の母子家庭の母および寡婦

�参加費／無料

�申込方法／住所、氏名、連絡先、託児
　の有無を電話、ＦＡＸまたはＥメール

　でお申し込みください。

�申込期限／ 3月 1日（土）16：00まで
※託児も利用できます（3歳～小学校 2年生）
　講座終了後、個別相談に応じます（先着 8人）。
　どちらも事前に申し込みが必要です。

■申 ■問  （財）宮城県母子福祉連合会
　�022-295-0013　�022-256-6512
　Ｅメール：miyagi-boren@r6.dion.ne.jp

�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／2月 12日（火）
※応募者多数の場合は抽選とします。申込者が少ない場合は講習を中止する場合があります。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　� 57-1501　� 55-2250

�日時／ 2月 17日（日）7：30　船迫生涯学習センター集合
�場所／鳥帽子スキー場※送迎バスを運行します　　�受講料／3,500円（保険代を含む）
�申込期限／2月 5日（火）

■申 ■問  桜山遊会（吾妻）� 56-2558

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原

動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられています（自動車損害賠償

保障法）。四輪車ももちろんですが、特に、車検制度の無い250�以下のバイク（原

動機付自転車、軽二輪自動車）は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意を！

　なお、自賠責制度の詳しい内容はホームページでもご覧いただけます。

■問  東北運輸局宮城運輸支局輸送・監査部門　� 022-235-2512

　明るい社会の実現を目指し、地域の為

になる事業を考え活動しています。今回

は、入会希望者に向けて公開例会を行い

ますので、ご参加をお待ちしています。

�日時／2月27日（水）19：00～21：00
�場所／オーガ（大河原町）
�対象／ 20歳～ 40歳の方
�申込期限／ 2月 18日（月）
※事前に申し込みが必要です。

■申 ■問  さくら青年会議所（永山）
　� 090-5845-6830　� 55-1895

　毎年、自動車の登録・検査の手続きを

される方が3月に集中します。混雑を避

けるため、手続きは 2月中に済ませるよ

うにご協力をお願いします。

 受付時間
平日の8：45～12：00、13：00～16：00

（土・日・祝日は閉庁日となります。）

■問  東北運輸局宮城運輸支部
　�登録関係　� 050-5540-2011
　�検査関係　� 022-235-2513
　�車検予約　� 050-5540-2111

要介護認定者の障害者控除
○精神や身体に障害のある

65歳以上の方は、身体障害

者手帳等の交付を受けていな

い場合でも「身体障害者に準

ずる高齢者」「知的障害者に準

ずる高齢者」「ねたきり等高齢

者」と認められた場合には、

町長が発行する「障害者控除

対象者認定書」により税法上

の障害者控除が受けられます。

介護保険の要介護認定を受け

ている方で、認定書を必要と

する方は介護保険班に申請し

てください。なお、認定の判

断は申請書を受理後に介護保

険認定調査票により行います。

基準に該当しない場合は認定

書の交付ができません。

おむつ費用の医療費控除
○ねたきり状態にある方で、おむつの使用が必

要と医師に認められた方は、当該医師が証明す

る「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収証」を

確定申告書に添付することで、医療費控除の対

象になる場合があります。

○介護保険の要介護認定を受けている方で、こ

の控除を受けるのが2年目以降の確定申告では、

医師が証明する「おむつ使用証明書」の代わり

に要介護認定に係る「主治医意見書の内容を確

認した書類」または「主治医意見書」の写しを

使用することができます。必要な方は、介護保

険班に確認の手続きをしてください。ただし、

主治医意見書にて以下の2点が確認できた場合

に限ります（確認できない場合は、医師が証明

する「おむつ使用証明書」が必要になります）。

①ねたきり状態にあること

②尿失禁の発生の可能性があること

■問  健康福祉課　� 55-2159

自自自自自自自自自自自自自自賠賠賠賠賠賠賠賠賠賠賠賠賠賠責責責責責責責責責責責責責責保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険・・・・・・・・・・・・・・共共共共共共共共共共共共共共済済済済済済済済済済済済済済自賠責保険・共済ののののののののののののののの有有有有有有有有有有有有有有効効効効効効効効効効効効効効期期期期期期期期期期期期期期限限限限限限限限限限限限限限有効期限ははははははははははははははは切切切切切切切切切切切切切切切れれれれれれれれれれれれれれてててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいまままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんかかかかかかかかかかかかかか？？？？？？？？？？？？？？れていませんか？

確定申告用各種控除証明

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、
操作技能を基本から習得しま
す。（PowerPoint・Word･Excel)

2月 18日（月）～ 3月 19日
（水）の 21日間（土・日・祝
日を除く）9：10～ 12：10

パソコン入門講座
募集人数：20人　 
受講料：13,000 円
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�場所／①宮城県母子福祉センター　②パソコンプラザせんだい東口校
�申込方法／往復はがきに講習名、住所、氏名、電話番号を記入しお申し込みください。
�申込期限／2月 20日（水）必着※応募者多数の場合は選考します。

■申 ■問  （財）宮城県母子福祉連合会　� 022-295-0013
　〒 983-0832仙台市宮城野区安養寺3-7-3

○住所変更の手続きが済んでいない方
　「ねんきん特別便」は、社会保険庁に届け出のある住所に送付するため、住所変更の

手続きが済んでいない場合、お届けできません。

○結婚などで名字が変わった方
　名寄せにより結び付く可能性のある記録を探し出すためにも、年金手帳を確認し、

氏名変更が済んでいない方は、手続きをお願いします。

○「ねんきん特別便」の内容確認と確認後の回答
　「ねんきん特別便」では、社会保険庁が把握している加入記録を通知します。記録漏

れの有無を確認し、訂正が無い場合は同封の「確認はがき」を、訂正が有る場合は

「年金加入記録照会票」を、必ず提出ください。

 住所・氏名など変更の手続き先
�国民年金第1号被保険者　⇒　町民環境課

�厚生年金加入者および国民年金第3号被保険者　⇒　勤務先の社会保険事務担当者

�年金受給者　⇒　社会保険事務所

「ねんきん特別便」出張相談所開設のお知らせ
�日時／ 2月 27日（水）、3月 26日（水）9：30～ 16：00　　�場所／えずこホール
�持ち物／「ねんきん特別便」通知書、年金証書、年金手帳

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3111

　平成19年 11月から登録事項等証明書の交付請求方法が次のように変更になって

います。

1．請求にあたり、自動車登録番号と車台番号（下7桁）の記入が必要になります。

2．実際、取りに来る方の本人確認のため、運転免許証などの提示が必要になります。

3．請求理由は、使用目的をより具体的に記載します。

4．1～ 3の内容を記載するために請求書の様式（第3号様式）を変更します。

■問  東北運輸局宮城運輸支局登録部門　� 050-5540-2011

対　　　象日　　時講　習　名

�県内（仙台市在住を除く）
　の母子家庭の母および寡
　婦で全日程受講可能な方
※託児も無料で利用できます（3
　歳～小学校 2年生）

4 月 6 日（日）～ 10 月
26日（日）の各日曜日
17日間（平日実習 4～
5日間）
9：00～ 16：00

ホームヘルパー2級
受講料無料

教材費等 13,800 円
募集人数：30人

①

�県内（仙台市在住を除く）
　の母子家庭の母および寡
　婦で全日程受講可能な方
�パソコンで文字入力程度
　ができる方

4 月 13 日（日）～ 7 月
20日（日）の各日曜日
12日間
9：00～ 16：00

エクセル
スペシャリストレベル

受講料無料
教材費等 15,290 円
募集人数：10人

②
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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お電話ください。

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日
12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生H18年 7月生まれの方1歳 6か月児健康診査2/1（金）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

6（水）
12:45 ～ 13:15宮上先生H19年 9月生まれの方4か月児健康診査

  9:15 ～   9:45H19 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）8（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）12（火）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
13（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）14（木）
12:45 ～ 13:15小屋先生平成 17年 10月生まれの方2歳児歯科健康診査19（火）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

20（水）
12:45 ～ 13:15玉渕先生、小田部（岳）先生平成 16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）25（月）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付27（水）
  9:00 ～ 10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）29（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）3/4（火）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

5（水）
12:45 ～ 13:15宮上先生平成 19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 18年 8月生まれの方1歳 6か月児健康診査7（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）10（月）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
12（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 19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）13（木）

休日急患当番医（診療時間／9:00～ 17:00）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

56-1026槻　木飯淵歯科医院56-1451槻　木乾医院57-2310船　岡しばた協同クリニック2/3

56-2766槻　木乾歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院55-1555船　岡仙南クリニック10

53-8020大河原いのうえ歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1058大河原日下医院11

57-1818船　岡内田歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック55-1702船　岡太田内科17

53-2555大河原えんどう歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科産婦人科52-1123大河原安藤医院24

57-2120船　岡大友歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-3755船　岡佐藤内科クリニック3/2

83-4395村　田大沼歯科医院51-1502大河原大河原整形外科52-2777大河原平井内科9

　妊娠してから、歯をみがいた時に歯茎から出血したり、歯がしみたりしたことはありま

せんか？妊娠中は口の中の状態が悪化しやすくなっています。歯科健診で歯の健康を

チェックしましょう。　※事前申し込みは不要です。

�日程／ 2月 15日（金）　　�受付時間／11：15～ 11：45　　�場所／保健センター
※ようこそ赤ちゃんセミナーに参加する方は9：30までお越しください。

�内容／歯科医師による健診・相談　　�対象／妊婦の方　　�持ち物／母子健康手帳


