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■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

広報しばた・お知らせ版・第 733号・柴田町役場まちづくり政策課・柴田町船岡中央 2丁目 3-45
TEL 54-2111　FAX 55-4172　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

柴田町職員（社会人経験者（土木））を募集します

【1次試験】葛受験申込書（申込時の提出書類）による選考　※合格者のみに2次試験の日時を通知します。 
【2次試験】葛日程／平成25年11月下旬　葛場所／柴田町役場　葛内容／作文試験、人物試験、健康診断書審査など
【申込用紙の請求】総務課で配布します。郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を明
記の上、120円切手を貼った返信用封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封してください。町のホームページからも入手で
きます。

【受付期間】10月15日（火）～11月8日（金）の平日
【受付時間】平日の8：30～17：00まで　※郵送の場合は、11月8日（金）17：00までに柴田町役場に必着のものに限ります。

■申 ■問  〒989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45　柴田町役場総務課　緯55-2111（内線214）
　E-mail:general-affairs@town.shibata.miyagi.jp

受　　験　　資　　格職 務 内 容採用予定人数職　種選考区分

　昭和53年4月2日以降に生まれた人で、2級土木施工
管理技士以上の資格を有し、次のいずれかに該当する人
①学校教育法による大学を卒業後、土木関係の設計、施
行管理などの実務経験を5年以上有する人

②学校教育法による短期大学または専修学校（2年制以
上の専門課程で年間授業時間が680時間以上のものに
限る）を卒業後、土木関係の設計、施行管理などの実
務経験を7年以上有する人

③学校教育法による高等学校を卒業後、土木関係の設計、
施行管理などの実務経験を9年以上有する人

道路・下水道・河川
などの建設・改修工
事の設計積算・監督、
施設の維持管理や
都市計画の策定・実
施などの専門業務

1人程度土　木社会人経験者
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　就学前のお子さんのコミュニケーショ
ンで「発音がはっきりしない」「会話がう
まくできない」「お友達との付き合い方が
うまくできない」といったご心配はあり
ませんか？　専門の相談員が相談に応じ
ます。（要予約）
葛日時／11月8日（金）10：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所
葛申込期限／10月25日（金）
■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

葛対象／町内在住の65歳未満の方で、簡単なパソコン操作（ワードなど）ができる方
葛雇用期間／11月25日～平成26年1月24日
葛勤務条件・勤務時間など／毅月～金曜日　9：00～16：00（月19日勤務で114時間以内）
　毅時給750円　毅雇用保険に加入
葛申込方法／履歴書（本人自筆・写真添付）を提出してください  
葛選考方法／書類審査、面接
葛受付日時／10月15日（火）～10月31日（木）の平日　8：30～17：00
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　体重を減らしたい方、周りから痩せた
方が良いと言われている方を全力でサ
ポートします！お気軽にご参加ください。
葛日時／11月1日（金）13：15～15：00
　（受付時間　13：00～13：15）
葛場所／保健センター2階
葛内容／○医師による健康講話　○栄養
士による外食メニューやお惣菜の選び
方
葛対象者／20歳～64歳の太りすぎを改
善したい方およびその家族
葛申込期限／10月28日（月）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　国民年金保険料は、確定申告で全額が社会保険料控除の対象となります（平成25年
1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当）。
　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が必要
です。平成25年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方に
は、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送
付されます。年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書（または領収書）を添付
してください。また、10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付され
た方は、2月上旬に送付されます。
　ご家族の国民年金保険料を代わりに納付した場合も、納付した本人の社会保険料控
除の確定申告に加えることができます。ご家族あてに送られた控除証明書を添付して
ください。
※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表
示されている番号へお問い合わせください。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113

　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。事前申し込みは
不要です。お気軽にご参加ください。
葛日時／11月6日（水）13：30～15：00
葛場所／柴田町地域福祉センター
葛参加費／100円（お茶菓子代）
■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340

　11月の生活保護相談日は下記のとお
りです。当日は、県仙南保健福祉事務所
の担当者が相談に応じます。相談のある
方は福祉課へお越しください。
葛日時／11月1日（金）、15日（金）
　10:00～15:00
葛場所／役場1階　相談コーナー
葛内容／生活保護に関する相談
■問  福祉課　緯55-5010

柴田町臨時職員を募集します

ぽっちゃり改善くらぶ

勤務先職務内容募集人数職　種
健康推進課一般事務等補助業務1人一般事務臨時補助員

　これまでの手当額は、過去の物価下落時に手当額を据え置いたことにより、本来の
水準よりも高い水準（特例水準）となっていました。この特例水準解消のため平成25
年10月1日より手当額が段階的に引き下げられていきます。
○特別障がい者手当・障がい児福祉手当額の改定額

■問  福祉課　緯55-5010

○児童扶養手当の改定額

※2人目5,000円、3人目以降1人につき3,000円の加算額は変更ありません。

○特別児童扶養手当額の改定額

　
■問  子ども家庭課　緯55-2115

改定後改定前手当（月額）
26,080円26,260円特別障がい者手当
14,180円14,280円障がい児福祉手当
14,180円14,280円福祉手当（経過措置分）

10月分から9月分まで区分手当（月額）
41,140円41,430円全額支給

児童扶養手当
41,130円～9,710円41,420円～9,780円一部支給

10月分から9月分まで該当児童（1人につき）手当（月額）
50,050円50,400円1級

特別児童扶養手当
33,330円33,570円2級
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育英会会員募集

　アルコールの問題は本人のこころやか
らだの健康を損なうおそれがあります。
また、ご家族にも様々な影響を及ぼしかね
ません。本人とご家族が、情報や知識を得
られる場として、精神保健相談員による個
別相談を実施します。（要予約）
葛日時／11月14日（木）13：00～15：00
葛場所／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方および引
きこもりの状態にある方と家族、関係者の
方に対し、精神科医師や精神保健相談員に
よる相談・カウンセリングを実施します。
お気軽にご相談ください。（要予約）
葛日時／11月7日（木）、21日（木）
　　　　 13：00～15：00
葛場所／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　緯53-3132
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　（仮）船迫こどもセンター新築工事に伴
い、船迫児童館、子育て支援センター、
ファミリー・サポートセンターの業務は
船迫公民館で行います。
葛期間／11月1日（金）
　　　　　～平成26年6月30日（月）
※引っ越しによる電話番号の変更はありません
○船迫児童館（緯 55-5541）
○子育て支援センター（緯 54-4040）
○ファミリー・サポートセンター（緯 87-7871)
※月曜日は児童館のみ開館します。

■問  子ども家庭課　緯55-2115

葛入所資格／満6か月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、保護者と共
に町内に住所があり、全ての保護者が次の①～⑥のいずれかに該当し、他の親族も
保育できない場合に限ります。
①自宅外で労働していること。
②自宅内で児童と離れて家事以外の労働をしていること。
③妊娠中または出産後間がないこと。
④疾病もしくは負傷、または精神・身体に障がいを有していること。
⑤長期にわたる疾病、または精神・身体に障がいを有する同居の親族を介護してい
ること。
⑥震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること。
葛申込方法／申込書および提出書類に必要事項を記入し、希望する保育所に直接お申
し込みください。申込書は、10月1日（火）から各保育所、子ども家庭課で配布します。

※年度途中からの入所を希望する方も、申し込みができます。
葛申込期間／11月1日（金）～15日（金）の平日　　葛受付時間／8：30～17：00
■申 ■問  各保育所、子ども家庭課　緯55-2115

　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。
葛日時／11月8日（金）10：15～11：30
　（受付時間 10：00～10：15）
葛場所／保健センター2階
葛内容／離乳食講話と試食、家庭教育講
話、個別相談（希望者）
葛対象／生後5～10か月の乳児と保護者
葛募集人数／15組
葛申込期限／11月1日（金）

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

　柴田町育英会は、経済的な理由により
就学困難な学生または生徒のうち、向学
心に燃える優秀な方に対して奨学金の貸
与を行っています。
　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
円以上を寄付してくださる会員を募集し
ています。皆様のご協力をお願いします。
※　家計の急変（収入減少）に対する奨学支
援制度は、高校生に「高等学校等育英奨学資
金貸付」、大学生に「日本学生支援機構」が
ありますので在学校の奨学金担当へご相談
ください。

■問  教育総務課　緯55-2134

　歯や歯茎の病気予防、早期発見のため
の成人歯科健康診査を実施しています。
対象者の方には個別に通知を送付してい
ます。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。
葛健診期限／11月30日（土）
葛健診方法／個別歯科健康診査（町内の
歯科医院に予約の上、受診してください）
葛健診内容／歯周病やむし歯の有無、入
れ歯の適合具合の確認など
葛対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方
※年齢は、平成26年3月31日現在です。
葛自己負担料／1,000円
■問  健康推進課　緯55-2160

平成26年度保育所入所児童募集
電話番号住　　　所施　設　名
55-1253船岡新栄2丁目18-1船岡保育所
56-1332槻木下町2丁目6-31槻木保育所
57-1387西船迫2丁目5-29西船迫保育所

常設の子育てひろば“ゆるりん”
　子育て中のパパやママ、お孫さんと一緒のおじいちゃん、おばあちゃんが自由にふ
らっと気軽に遊びに来る“屋根のある公園”です。スタッフもいるので安心です。

　

葛対象者／0歳～未就園児とその保護者　　葛参加費／無料
葛持ち物／おてふき、バスタオル、飲み物など
■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん　緯080-4178-9374

場　　所日　　時子育てひろば

イトーチェーン船岡店
向かい

毎週月、火、水曜日
9：30～12：00、13：00～15：30ゆるりんひろば

新栄集会所
10月17日（木）、24日（木）、31日（木）
9：30～12：00、13：00～15：30移動ゆるりんひろば

船迫児童館引っ越しのお知らせ

にこにこマンマ離乳食
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ジャンボかぼちゃコンテスト

葛日時／11月23日（土）開会式8：30～
葛場所／船岡小学校体育館　葛参加費／無料
葛競技人数／競技に参加する1チームの選手
は6人（登録は10人以内）
葛競技種目／①フリーの部（20歳以上）
　　　　　　②シニアの部（60歳以上）
葛申込方法／行政区長宅に参加申込書があり
ます。直接区長へお申し込みください。
葛申込期限／10月31日（木）

■問  スポーツ振興室　緯55-2030

　地元の飲食店（17店ほど）が出店します。また、仙台大学生による各種イベントや
抽選会などを実施。グランプリを決める投票も行います。　※雨天決行（荒天延期）
葛日時／10月20日（日）　10：30～（販売開始は11:00　なくなり次第終了）
葛場所／観光物産交流館「さくらの里」前　特設会場　葛価格／100円～500円程度
葛その他／オープニングセレモニーにベガルタチアリーダーが出演。司会はストロン
グスタイル。

※当日はシャトルバスを運行します（船岡城址公園下駐車場～会場）。

■問  柴田町商工会青年部 B級グルメグランプリ事務局 　緯54-2207

　親子で土と野菜にふれあう、さつま芋
堀りを体験してみませんか。
葛日時／11月2日（土）10：00～11：30
葛場所／柴田町｢太陽の村｣　
葛参加費／無料
葛対象／小学生以下の子どもと親
葛持ち物／軍手、移植ベラ
葛申込期限／10月29日（火）
■申 ■問  柴田町「太陽の村」　緯56-3970

　農産物直売所「結友」の生産者が育てた
ジャンボかぼちゃを展示し、秋の収穫を
感謝します。ジャンボかぼちゃの重量当
てクイズもあります。ぜひご来場ください。
葛日時／10月16日（水）～31日（木）
　　　　9：30～16：30
葛場所／観光物産交流館「さくらの里」
葛主催／農産物直売所「結友」（観光物産
交流館内）
■問  農産物直売所「結友」（観光物産交流
館「さくらの里」）　緯87-7101

　町の特産品になっている雨乞の柚子を、見て・食べて・体験して楽しめるイベント
です。ぜひご来場ください。
葛日時／11月23日（土）10：00～14：00　　葛場所／柴田町｢太陽の村｣
葛内容／生柚子の販売、柚子を使った加工品の販売、地元の農産物の直売（野菜、鉢
花など）、柚子料理の展示、柚子料理の無料試食会（数量限定）、ミニコンサート
（Jazzヴィブラフォン）、柚子風呂の無料開放、はなみちゃん写真撮影会

 柚子の里ハイキング参加者募集中
　第2回しばた柚子フェアのプレイベントとして、晩秋の雨乞地区の柚子園と町内最
高峰の「愛宕山」など、約13kmの里山を歩きます。柚子園では、柚子のもぎ取り体
験をします（雨天時は柴田の史跡めぐりなどに変更）。昼食は、とん汁と柚子みそおに
ぎりで秋の味覚を味わいます。
葛日時／11月16日（土）8：20～14：30　葛募集人数／40人　
葛参加費／600円（保険代、昼食代）
葛集合場所・時間／柴田町役場、槻木生涯学習センター　8：30 　
※ＪＲでお越しの方は8：20に船岡駅・槻木駅に集合してください。シャトルバスで送迎します。
葛申込締切／10月31日（木）

葛主催／第2回しばた柚子フェア実行委員会

■申 ■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970　農政課　緯55-2122

　護身術・健康法など、日本の伝統文化
に触れてみませんか？　初めての方、女
性の方や年配の方でも安心して始めるこ
とができます。詳しくはホームページを
ご覧ください。
葛日時／毎週金曜日
○子供クラス17：45～(1時間）
○一般クラス19：00～(1時間45分）
葛場所／白幡集会所
葛対象／○子供クラス：4歳～小学生　
　　　　○一般クラス：中学生以上
■申 ■問  及川　
　URL：http://www.issihinkan.org/

　太陽の村にある望遠鏡で、木星と秋の
星座を観望します。ぜひご家族でお越し
ください。
葛日時／10月22日（火）19：00～20：00
　（天候不良時は中止）
葛場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
葛参加費／無料　　葛持ち物／懐中電灯
※時間内自由参加

■問  柴田町星を見る会（豊川）

葛日時／11月2日（土）～4日（月）
　9:00～16:00（4日は15：00まで）
葛場所／ふるさと文化伝承館多目的ホール
葛内容／盆栽、山野草、水石の展示
葛入場料／無料
葛主催／柴田盆友会　葛後援／町教育委員会

■問  （平井）

葛日時／11月2日（土）9：45～14：00
葛場所／角田支援学校
葛内容／○ステージ発表　○作品展示　○
作業学習作品などの販売（タイルコース
ター、ぼこぼこ座布団、鍋敷き、本棚、
チーズケーキなど）　○遊びのコーナー

■問  角田支援学校　緯63-2555

　子どもたちの創造性や達成感を育むため、
親子で一緒にオイルをつくり、癒しの香り
を楽しみましょう。
葛日時／11月23日（土）9:30～12:00
葛場所／船岡生涯学習センター
葛募集人数／小学生と保護者10組（先着順）
葛参加費／1,000円　
葛持ち物／エプロン
葛申込期限／11月15日（金）

■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520

秋の味覚 さつま芋堀り体験

秋の星座を見つけよう

第2回しばた柚子フェア

参加者募集

第2回町行政区対抗玉入れ大会
チャレンジ工作

アロマセラピーを楽しもう

第12回「粋な文化展」展示会 第28回「かくよう祭」

会員募集一心館合氣道教室

今年はグランプリを決定！ 第3回 しばたB級グルメグランプリ
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平成 26年 成人式

　柴田町駐車場および自転車駐車場の管理運営を行っていただく指定管理者を公募し
ます。
葛指定管理を公募する施設／船岡駅南・北駐車場および自転車駐車場、槻木駅東・西
駐車場および自転車駐車場
葛公募期間／10月15日（火）～11月15日（金）　　葛申請希望者説明会／11月7日（木）
葛指定期間／平成26年4月1日～平成31年3月31日
※募集要項および申請書類などの様式は、都市建設課で配布します。町ホームページでもダウン
ロードできます。

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121

　仙南地域広域行政事務組合の火災予防
条例では、下記の場所に住宅用火災警報
器の設置が義務付けられています。大切
な家族や自分自身の命を火災から守るた
め、住宅用火災警報器を設置しましょう。
ご不明な点がありましたらお問い合せく
ださい。
①寝室　②台所　③2階以上に寝室がある階段
※取り付け後も、定期的に火災警報器の鳴動
をテストしましょう。

■問  柴田消防署　緯55-2012

　地域の芸術文化の振興支援のため、音楽・演劇・伝統芸能の各分野のアマチュア団
体および美術館などの展示活動に対する助成事業を実施しています。
葛対象組織／国内の団体・法人が日本国内で行う地域文化振興に寄与し、文化芸術的
に優れた、公演・展覧会など（平成26年度中に実施のものに限る）。
葛募集部門／音楽部門、美術展部門、演劇部門、伝統芸能部門
葛応募資格／音楽部門、演劇部門、伝統芸能部門は、アマチュアの団体・講演に限る。
※過去に当財団の助成を受けた団体は、前回助成から5年超経過していること。
葛助成額／1件当たりの助成金上限額はありません。
葛助成の決定／審査により助成先を決定します（昨年度は、272件の応募で52団体へ
助成しています）。
葛申込方法／財団事務局宛てに、以下の書類を郵便または宅配便で提出してください。
　①所定の「助成申請書」　②必要添付資料（団体の決算書・会計報告書や規約など）
　　※①、②の詳細は、以下のウェブサイトからダウンロードできます。
　　　http://www.mut-tiikibunkazaidan.or.jp
葛申込期限／11月30日（土）消印有効

■申 ■問  公益財団法人三菱ＵＦＪ信託地域文化財団事務局
　〒103-0027　東京都中央区日本橋2-2-4　日本橋ビル　
　緯03-3272-6993　思03-3272-6994

　町議会では、毎年、公開議員研修会を開
催しています。今回は、身近に見かけるも
のの、内容について良く分からない頌徳碑
や記念碑などから見た柴田町の近代史に
ついて研修します。皆さんも一緒に勉強
してみませんか。
葛日時／10月22日（火）13：30～15：30
葛場所／役場4階委員会室　
葛参加費／無料
葛講師／元しばたの郷土館長  日下龍生 氏
葛主催／柴田町議会
■問  議会事務局　緯55-2136

葛日時／平成26年1月12日（日）　10:00～　葛場所／船岡小学校体育館
葛対象／平成5年4月2日から平成6年4月1日生まれの方
※町内にお住まいの新成人の皆さまへの式典案内状は、12月上旬に郵送します。なお、町内に
住所のない方で町の成人式に出席を希望される方は、11月22日（金）までにご連絡ください。

■申 ■問  生涯学習課  緯55-2135　思55-2132 Ｅメール：sosial-edu@town.shibata.miyagi.jp

　建物（物置を含む）の全部、または一
部を取り壊した場合には、建物滅失届を
提出してください。後日、現地調査によ
り建物の滅失を確認いたします。
　取り壊した建物は、翌年から課税台帳
より削除されます。届出用紙は税務課お
よび槻木事務所に備えつけています。
　詳細は、お問い合わせください。
■問  税務課　緯55-2116

　町と柴田町子ども読書活動推進会議では、家庭読書の目標を毎日15分、読み聞かせ
の目標を週3回で1回15分以上としてます。また、毎月23日を「ノーテレビ・ノー
ゲームデー」と定めました。家庭での読書、読み聞かせや家族とのコミュニケーショ
ンを深めたりと、忙しい中にも時間を作って過ごしてみましょう。心の豊かさが大切
です。
　食後の一家団らんのひとときに、ご家族そろって本を読んでみませんか。
■問  生涯学習課　緯55-2135

駐車場および自転車駐車場の指定管理者の公募

平成26年度公益財団法人三菱ＵＦＪ信託地域文化財団助成金

『ノーテレビ・ノーゲームデー』に読書の時間を作ろう
～ 柴田町子ども読書活動推進会議から ～

住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警住宅用火災警報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器器を設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置置しましょう

どなたでも参加できます“公開議員研修会”
テーマ「郷土の歴史と文化財  
 ～ 頌徳碑 、記念碑に見る柴田町の近代～」しょうとくひ

建建建建建建建建建建物物物物物物物物物物をををををををををを取取取取取取取取取取りりりりりりりりりり壊壊壊壊壊壊壊壊壊壊ししししししししししたたたたたたたたたた場場場場場場場場場場合合合合合合合合合合ははははははははははごごごごごごごごごご連連連連連連連連連連絡絡絡絡絡絡絡絡絡絡建物を取り壊した場合はご連絡ををををををををををを
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秋の図書館まつり　
葛日時／10月20日（日）　10:00～16:00　　葛場所／柴田町図書館
○一日中「お話し会」（絵本読み聞かせ、紙しばいも登場するよ！）10:30～16:00
○親子工作教室　10:00～12:00
　毅ブックカバーづくり体験　※先着10人募集（柴田町図書館まで電話申し込み）
　毅ブックメモ帳づくり　　　※自由に作ります。
○おもちゃ病院（こわれたおもちゃをなおします）　10:00～16:00
○県図書館顧問、仙台大学客員教授、歌人、俳人、作家で伊達家一門登米伊達家
　の当主伊達宗弘さんによる記念講演会　10:30～12:00
○まつり限定！喫茶コーナー　10:00～16:00
　
10・11月のお話し会
葛日時／10月26日（土）、11月9日（土）、16日（土）、23日（土）
　　　　11：00～12：00　※申込不要
葛場所／柴田町図書館（ふるさと文化伝承館1階奥の「集会室1」）
葛協力／絵本読み聞かせの会「おむすびころりん」
　　　　図書館サポート委員会「ひよこちゃん」ほか
　
10月27日～11月9日は読書週間です　標語「本と旅する本を旅する」
　普段の忙しさで本から遠ざかっていませんか？「秋の夜長」を本とともに満喫
しましょう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◆開館時間／平日：10:00～19:00　　土・日曜日、祝日：10:00～17:00
◆10月の休館日／15日（火）、21日（月）、28日（月）、31日（木）
◆11月の休館日／5日（火）、11日（月）、18日（月）、25日（月）、29日（金）

■問  柴田町図書館　緯86-3820　思86-3821 
　Ｅメール：library@town.shibata.miyagi.jp

葛日時／11月16日（土）9:30～11:00
葛場所／ふるさと文化伝承館　体験
学習室
葛内容／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。
葛参加費／400円  
葛対象／小学校4年生以上
葛協力／柴田町トンボ玉愛好会

 
　今回は、ゆかりの地「登米・米谷」
を訪ね歩きます
葛日時／11月15日（金）9：00～17：00
葛集合／しばたの郷土館前
葛講師／日下龍生氏　
葛参加費／2,000円（昼食・入館料）
葛募集人数／25人（先着順）
葛申込期限／10月31日（木）

　色づいたもみじを愛でながらのひ
とときをお過ごしください
葛日時／11月3日（日）9：00～15：00
葛如心庵／高橋宗喜社中（裏千家）濃茶席
葛広間／伏見晋冲社中（玉川遠州流）薄茶席
葛立礼／宮城青年部（裏千家）薄茶席
葛茶券／ 前売券 濃茶席含む3席1,500
円、薄茶2席800円  当日券 濃い茶席
800円、薄茶席500円
葛主催／しばた茶会運営委員会

11月のトンボ玉体験会

しばた秋茶会

移動なかよし広場　～みんなでなかよく遊びましょう♪～
①日時／11月8日（金）9：45～11：30　0　場所／西住公民館（ホール）
　テーマ／「楽器とリトミックあそび」
②日時／11月12日（火）9：45～11：30　　場所／槻木体育館
　テーマ／「バルーンで遊ぼう！」　持ち物／下足入れビニール袋、水筒、タオル

対象／就学前のお子さんと保護者　※申込不要
■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　緯54-4040

　皆さんお誘い合わせの上、ご来場くだ
さい。
葛日時／11月23日（土）10:00～
葛場所／槻木生涯学習センター
葛特別ゲスト／○吉田やす子氏（第46代
青森県民謡王座・津軽五大民謡全国大
会優勝）　○黒澤このみ氏（会津民謡全
国大会優勝）

■問  宮城じょんがら会（菊地）
　

　地区内の子どもたちや公民館などで活
動している個人・団体などの作品を展示
しています。ぜひお越し下さい。
葛日時／11月2日（土）10：00～16：00
　　　 　11月3日（日） 9：00～15：00
葛場所／西住公民館
葛内容／【2日、3日】○展示（書道・陶芸・俳
句・籐細工など）【2日】○文化講演会（13:30
～15:00）【3日】○演芸発表（カラオケなど）
○わたあめコーナー（10:00～15:00）
葛主催／第30区行政区　葛共催／西住公民館

■問  西住公民館　緯52-4101

リレー朗読会
「樅ノ木は残った」を読む

　春の観光シーズンに向
けて、船岡城址公園にさ
まざまな花や木を植栽し
ます。どなたでも参加で
きますので、ぜひご協力をお願いします。
葛日時／11月2日（土）9：30～11：30
　（小雨決行）
葛集合場所／船岡城址公園（旧勤労青少
年ホーム前）

※作業しやすい服装でお集まりください。
葛持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ
葛その他／団体で参加される場合は、事前
にまちづくり政策課までご連絡ください。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

西住地区文化祭東日本大震災復興支援『唄の力』
宮城じょんがら会
第9回発表会
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　高齢運転者による交
通事故防止のため、柴
田町高齢運転免許取得
者講習受講料の一部を助成します。
葛助成対象／町内に住所がある満65歳
以上で、講習を仙南自動車学院で受講
する方。
葛助成額／受講料の1/2に相当する額
（2,500円を上限）※受講料より差し引き
となります。
※ 助成対象の講習は任意講習であり、70歳以
上の人が運転免許更新時に受講を義務付け
られている高齢者講習（法定講習）とは異
なります。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　高齢者を介護する家族の気持ちを理解
し、高齢者虐待を考える内容となってい
ます。是非ご参加ください。　※入場無料
葛日時／11月1日（金）13：30～15：30
葛場所／えずこホール（仙南芸術文化セ
ンター）大河原町字小島1-1

葛講師／認知症介護研究・研修センター
　主任研修研究員　矢吹和之 氏
葛対象／どなたでも参加できます

■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340

葛講習項目／ビジネス実務技能講習（ワード・エクセルなど）【10日間】
葛受講資格／①県内在住の55歳以上の方　②ハローワークへ求職登録している方　
③お仕事をお探しの方

※上記全てを満たしている方
葛日程／11月11日（月）～11月22日（金）
葛場所／仙南地域職業訓練センター　※就職面接会も参加できます。
葛受講料／無料　　葛募集人数／20人　葛申込期限／10月28日（月）　※書類選考
　
　（社）柴田町シルバー人材センターの会員募集
○町内在住60歳以上の方
　シルバーの活動を通じて、暮らしをいきいき元気に輝かせてみませんか？　シル
バーでは、能力・経験などに応じた高齢者にふさわしい仕事を引受・提供しています。
【会員の主な活動例】
毅就業：除草、 剪定 、障子・

せんてい

 襖 ・網戸張り替え、家事援助、清掃、簡易的な大工・塗
ふすま

　　　　装作業など
毅その他：ボランティア、シルバーフェスタ、地域班活動、手芸・手工芸製作、刃物
　　　　　研ぎなど

■申 ■問 （公社）柴田町シルバー人材センター　緯58-7400

葛コース／①ＣＡＤ・ＮＣオペレーショ
ン科　②設備保全技術科　③溶接施工
科　④電気設備科　⑤電気・情報通信
工事科　⑥建築リフォーム・コーディ
ネート科　⑦ビル設備サービス科
葛期間／11月29日（金）～平成26年6月
3日（火）
葛募集人数／①～⑥15人、⑦18人
葛受講料／無料（テキスト代などは自己
負担）
葛申込期限／10月23日（水）まで
※公共職業安定所を通じてお申し込みください。

■申 ■問  ポリテクセンター宮城名取実習場
　訓練課　緯022-784-2820

　ギャラリー展示案内　
○庄子博絵画展
　風景、静物、抽象の水彩画と油彩画を約20点展示します。
葛展示期間／10月29日（火）～11月10日（日）　※最終日は15:00まで

　船岡中学校美術部作品展「smile　and　happiness」　
　船岡中学校美術部員一人ひとりが「自分たちにとって幸福とは何か？」を、絵
で表現した作品です。どうぞご覧ください。
葛展示期限／10月27日（日）　※最終日は15:00まで

　体験会のご案内　
　「アロマの日」を記念して、だれでも楽しめるアロマ体験会を行います。
葛日時／11月2日（土）13:00～16:00

葛募集人数／各15人（未就学児は保護者同伴）　葛持ち物／エプロン、お手ふき
葛申込期限／10月29日（火）
葛指導者／アロマテラピールームおこじょらいふ　根元晴美氏
葛その他／①～③全てに参加の方は、参加費1,000円で体験できます。

　囲碁将棋教室　
　囲碁･将棋に興味のある方、一緒に楽しみませんか。初心者の方も大歓迎です。
（小学生は保護者付き添い）
葛日程／10月19日（土）10:00～17:00（時間内の出入り自由）
葛参加費／無料　※申込不要

■10月の休館日／15日（火）、21日（月）、28日（月）　■開館時間／10:00～18:00
■申 ■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内）
　緯86-3631　思86-3641　Eメール：yurupura@town.shibata.miyagi.jp

参加費時　　間内　　　　容
500円13:00～（約50分）アロマスプレー作り①
500円14:00～（約50分）アロマせっけん作り②
100円15:00～（約10分／1人）アロマハンドトリートメント体験③

受講者募集　55歳からの再就職支援!!

シニアワークプログラム地域事業技能講習

高齢者権利擁護講演会
～介護者はなぜ（高齢者）虐待をしてしまうのか？～

公共職業訓練受講生募集
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主な行事日学　校
音楽発表会2船岡小学校

☎55-1064 振替休業日5
授業参観29
音楽発表会2槻木小学校

☎56-1029 振替休業日11
フリー参観20
弁当の日1柴田小学校

☎56-1430 柴小まつり13
授業参観28
弁当の日1船迫小学校

☎55-5394 持久走大会6
避難訓練11
開校30周年記念
式典10西住小学校

☎53-3227
振替休業日11
わくわくまつり22
東船岡秋祭り9東船岡小学校

☎55-1811 振替休業日11
持久走大会19
進路説明会6船岡中学校

☎55-1162 避難訓練15
実力テスト
（3年生）22

職場体験学習
（2年生）7～8槻木中学校

☎56-1331
防災訓練15
フリー参観29～12/6
午前授業8船迫中学校

☎54-1225 進路説明会11
期末考査14～15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。

（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：10月1日（火）】
測定値測定値
0.07船岡生涯学習センター0.07柴田町役場
0.06船迫生涯学習センター0.06槻木生涯学習センター
0.07西住公民館0.08農村環境改善センター

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、そのほかの施設は毎週1回測定

（単位：μSv/h）町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：10月2日（水）】
測定値測定値測定値
0.08西住小学校0.11船迫小学校0.09船岡小学校
0.07柴田小学校0.10槻木小学校0.06東船岡小学校
0.09槻木中学校0.11船迫中学校0.07船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.06浄心幼稚園0.08第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定0.08熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：10月3日（木）】
測定値測定値測定値
0.09西船迫保育所0.11槻木保育所0.08船岡保育所
0.06西住児童館0.11三名生児童館0.10柴田児童館

※毎週1回測定0.10むつみ学園0.06船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：9月30日（月）】
測定値測定値測定値
0.05剣崎公園0.12白幡児童遊園0.08並松公園
0.07船岡城址公園0.07舘前緑地0.07下名生児童遊園

※毎週1回測定

【測定場所】定点測定地／駐車場など屋外　公園／広場　学校施設・児童福祉施設／校庭または園庭
【測定位置】地表から100㎝／定点測定地、中学校　地表から 50㎝／小学校、幼稚園、児童福祉施設、公園

（単位：ベクレル/kg）水道水の放射能測定結果【採取日：9月30日（月）】
放射性セシウム放射性ヨウ素採取場所
不検出

（検出下限値0.3）
不検出

（検出下限値0.3）
　仙南・仙塩広域水道　　　
　南部山浄水場（白石市）

※厚生労働省が定めた基準値、放射性セシウム10ベクレル/kg　　※検査は県企業局

◎詳しくは、町ホームページに掲載しています。
■問  町民環境課（定点測定値）　緯55-2113、教育総務課（学校施設）　緯55-2134
　 子ども家庭課（児童福祉施設）　緯55-2115、都市建設課（公園）　緯55-2121
　 上下水道課（水道水）　緯55-2119、農政課（農産物）　緯55-2122

（単位：ベクレル/kg）町内農産物の放射能測定（精密検査）結果
厚生労働省が定めた基準値放射性セシウム採取日品目

100不検出9月20日㈮かぼちゃ（露地）
100不検出9月20日㈮ねぎ　　（露地）

※検査は県農林水産部

　全国一斉に地域安全運動を実施しています。一人ひとりが防犯を心がけ、犯罪被害
にあわないように注意しましょう。
 県の運動重点
　○子どもや女性の犯罪被害防止　○特殊詐欺などの被害防止　○身近で発生する自
転車盗　○ひったくりおよび車上ねらいの防止　○住宅を対象とする侵入犯罪の防止
　○二次犯罪に利用されるおそれのある自動車盗の防止
※大河原警察署などの関係団体と一層の連携を図りながら啓発活動を行います。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　㈶自治総合センターからの助成で、第
4行政区会、第16行政区会が区会活動備
品を購入しました。この助成事業は、コ
ミュニティ活動に活用されるもので、宝
くじ受託事業収入が財源です。
　今後、コミュニティづくりや世代間交
流など地域の活性化に活用していきます。

　
■問  財政課　緯55-2278

宝くじ助成でコミュニティづくり
を推進しています
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