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平成25年6月15日

広報しばた・お知らせ版・第725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（☎54-2111）
　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問い合わせ先　  ■予  予約

　介護保険施設に入所、またはショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介
護）のサービスを利用されている方の居住費（滞在費）および食費は、介護給付費外
での自己負担になっています。現在、介護保険負担限度額認定証の有効期限は、平成
25年6月30日までとなっています。7月以降も引き続き介護保険負担限度額の認定が
必要な方は、お早めに更新の手続きをしてください。
※平成24年度に認定証が交付された方には、今年の5月末に更新通知を送付しています。

■申 ■問  福祉課　緯55-2159

　献血は身近にできるボランティアです。
皆さんのご協力をお願いします。
葛日時／6月29日（土）
　10：00～12：00、13：00～16：30
葛場所／㈱ヨークベニマル柴田店
葛実施内容／400ml、200ml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  健康推進課　緯55-2160

　現在、風しんが全国的に流行しています。県内においても風しん患者が増加し、すでに昨年1年間の4倍以上の患者数となって
おり、今後さらに拡大するおそれがあります。
　また、風しんの免疫を持たない女性が妊娠中（特に妊娠初期）に感染すると、胎児が、白内障、先天性心疾患、難聴などの障害
「先天性風しん症候群」が起こる可能性があります。そこで、風しんの流行拡大と「先天性風しん症候群」の発生を予防するため、
風しん予防接種費用の全額を助成します。

　
※注意事項／①妊娠の可能性のある方や妊娠中の方は接種することができません。②ワクチン接種後2か月は避妊する必要があります。

③大人の風しん予防接種は予防接種法に基づかない「任意予防接種」であり、本人の希望により接種するものです。④風しん予防接種
の副反応は、発熱、発疹、かゆみ、接種部位の発赤・はれ・しこり・リンパ節のはれなどです。接種にあたっては、効果や副反応など
を十分理解し、受けるようにしましょう。万一、健康被害を受けた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品
副作用被害救済制度」に基づく救済の対象になる場合があります。⑤抗体検査にかかる費用については、助成対象外になります。

葛申請受付期間／平成25年7月1日～平成26年3月31日

 予防接種から助成までの流れ
1．接種を希望する方が、各自実施医療機関に事前に予約してください。(※医療機関によってワクチンの在庫などが異なりますので、事
前に医療機関に確認してください。)
2．医療機関で予防接種を受け、窓口で接種費用をお支払いください。（※健康保険証を持参してください。）
3．次の書類を持参し、健康推進課または槻木事務所で助成の申請をしてください。
　　●予防接種にかかった費用、ワクチンの種類が分かる医療機関の領収書（原本）
　　●通帳（予防接種を受けた方の名義のもの）●印鑑（シャチハタ不可）●母子健康手帳（妊婦の配偶者のみ）
4．助成決定後、接種費用の全額を指定口座に振り込みます。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

接種日に町内に住所を有する①・②のいずれかに該当する方。
　①19歳以上～49歳以下の男女　　②妊婦の配偶者助 成 対 象

1回助 成 回 数

全額助 成 額

風しんワクチン、麻しん風しん混合ワクチン助成対象ワクチン

平成25年4月1日～平成26年3月31日　※平成25年4月1日以降に、すでに自己負担で接種した方も全額助成します。助 成 期 間

虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚



●2 お知らせ版 第725号

　通院や買い物など気軽にご利用できます。
葛運行区域／町内全域（※町外への利用はできません）　葛利用できる方／町内にお住まいの方
葛利用料金／大人：300円　小学生：150円　未就学児：無料
　　　　　　障害者手帳などをお持ちの方：150円
葛運行日／月～金曜日（※土・日曜日、祝日と12月29日～1月3日は運休）
葛運行時刻／8:00～16:00までの1時間間隔で運行しています。
葛利用方法／事前の利用者登録が必要になります。詳細については、予約センターに
連絡してください。

■問  予約センター　緯55-3001

　国土交通省では、騒音の増大を招くマ
フラーの取り外しなどの不正改造が施さ
れた車両を排除するために「不正改造車
を排除する運動」を全国的に展開してい
ます。ぜひこの機会に不正改造の防止に
ついて理解を深めていただき、その排除
にご協力をお願いします。
■問  国土交通省東北運輸局宮城運輸支局
　検査・整備・保安部門  緯022-235-2513

　阿武隈急行（槻木～福島間）を二人以上で利用する場合は半額で、学校行事などで
利用する場合は無料で乗車できます。
【助成の対象】　○柴田町にお住まいの方　○柴田町内の企業にお勤めの方または柴田
町内の学校に在学している方　○阿武隈急行の宮城県内の駅（槻木・東船岡・岡・横
倉・角田・南角田・北丸森・丸森・あぶくま）のいずれから乗車または降車すること。

【利用要件と利用の流れ】
1．学校行事などで利用の場合
（要件）○町内の幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の園児・
児童・生徒が学校行事などで阿武隈急行線を利用する場合　○子ども会の行事やス
ポーツ少年団の活動で利用する場合

（利用の流れ）①団体の代表者が柴田町に申請してください。　②柴田町は利用券を発
行します。　③利用者は利用券で乗車（無料）をします。
2．個人利用の場合
（要件）○2人以上で同じ行程で阿武隈急行線を利用する場合
（利用の流れ）①阿武隈急行の各駅においてある申請書に記入してください。○有人駅
（角田・丸森・梁川・保原・福島）は窓口で申請書を提出し、助成後の金額で切符を
購入してください。槻木駅および無人駅は、整理券をとって乗車し、降車時に運賃
をお支払いください。

【対象とならないもの】
①通勤通学での利用の場合　②阿武隈急行が発行するフリー切符などの企画切符の場合
【お願い】
○申請する際、身分を証明するものをご提示いただきます。
　町内にお住まいの方…運転免許証、健康保険証など
　町内の企業、学校に通勤通学されている方…社員証、学生証など
○無人駅は、あらかじめ申請書を記入してから乗車ください。
○阿武隈急行以外の駅から乗車される場合は、事前に申請書を阿武隈急行の駅から取
得し、あらかじめ記入してから乗車ください。（例：仙台駅→東船岡駅）
①あらかじめ申請書に記入しておきます。
②仙台駅では槻木駅までの切符を通常運賃で購入し、乗車します。
③東船岡駅到着後に乗務員へ申請書を提出し、槻木駅から東船岡駅までの半額運賃を
精算します。
■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　しばた匠まつりは、手仕事（陶芸、木工、染色など）を生業としている工人が一堂
に集まり、作品の販売やお客様との交流を目的に開催します。まつり会場で昼食や雑
貨などを販売する方と、開催をお手伝いしていただくボランティアを募集します。
葛日時／10月5日（土）9：30～16：00、6日（日）9：30～15：00
葛場所／柴田町太陽の村　　葛募集期限／6月30日（日）
■申 ■問  しばた匠まつり実行委員会（保科）　

　最近、空地などの雑草が目立ってきま
した。放置すると害虫などの発生源とな
ります。明るく住みよいまちづくりと環
境衛生、私有地財産管理の観点から、雑
草などの刈り払いをお願いします。
■問  町民環境課　緯55-2113

○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？　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・ 襖 ・網戸張

せんて い  ふすま

り替え、家事援助、清掃など
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  ㈳柴田町シルバー人材センター 緯58-7400

 クルマの不正改造は犯罪です！ 

6月は「不正改造車排除強化月間」です

私有地雑草などの刈り払いをお願いします。

　全国健康保険協会を名乗る男から、「払
いすぎた医療費の還付がある」と電話が
あり、キャッシュカードを持ってＡＴＭ
へ行くように促して、送金させるという
被害が、全国的に増えています。「期限が
今日まで」などとせかし、冷静に考えたり
誰かに相談したりする余裕を与えません。
一度支払うと取り戻すことは極めて困難
になります。公的機関が還付金受け取り
のため、ＡＴＭ操作を行うように電話す
ることはありません。不審に感じたらす
ぐに警察や相談窓口に相談してください。
■問  町民環境課　緯55-2113

柴田町シルバー人材センター会員募集

第1回しばた匠まつり売店出店者・ボランティア募集
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　「はなみちゃん」大募集！　

　ゆる.ぷらのスペースを皆さんの作った「はなみちゃん」でいっぱいにしてく
ださい！　「はなみちゃん」を題材にした手作りの作品を大募集します！
葛展示期間／7月23日（火）～8月4日（日）　葛募集期限／7月15日（月）まで
葛募集作品／「花のまち柴田イメージキャラクターはなみちゃん」を題材にしたぬいぐ
るみやアクセサリー、刺しゅうや描写など。（ゆる.ぷらに展示可能であれば大きさや素
材は問いません。）ただし、「はなみちゃん」のイメージを崩さない作品をお願いします。

　ギャラリー展示案内　

○「珍客－白石川のナベ鶴写真展」　撮影者：桜山遊会　佐藤  明 氏
　東北地方では非常に珍しいナベ鶴（絶滅危惧種）が、今年2月ごろ白石川に
舞いおりてきました。優雅で気品ある飛翔や様々なポーズをとるナベ鶴をぜひ
ご覧ください。
葛展示期限／6月23日（日）15：00まで
○「加茂礼子イラスト展」テーマ：花
　作者が大好きな花たちをテーマに制作しました。今回は、作者の娘さんの描
いた絵も一緒に展示します。
葛展示期間／6月25日（火）～7月7日（日）15：00まで

■開館時間／10：00～18：00　　■6月の休館日／毎週月曜日
■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

　町では、「しばた食と農のまちづくり条例」に基づき、地域の特性を活かした農業の
振興を積極的に推進することを目的として、「しばた食と農のまちづくり条例基本計
画（案）」を作成しました。計画（案）について、皆さんからの意見を募集します。
葛閲覧期間および意見提出期限／7月17日（水）まで
葛閲覧方法／町ホームページに掲載するほか、次の場所で閲覧できます。

　
葛提出方法／専用の用紙により、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで農政課に提出してくださ
い。用紙は、町ホームページでダウンロードできるほか、各閲覧場所に備えつけて
います。なお、電話による受け付けは行いません。

■申 ■問  農政課　緯55-2122　思55-4172　　〒989-1692 船岡中央2丁目3-45
　　  Ｅメール：agradm@town.shibata.miyagi.jp

草木染体験
　季節ごとの植物などを使って、ハン
カチの染物を作ります。
葛日時／6月23日（日）10：00～12：00
葛募集人数／20人（先着順）
葛場所／県蔵王野鳥の森自然観察センター
葛参加費／300円　※予約不要（当日受付）

夏の｢蔵王トレッキング-1｣
　チングルマ・ヒナザクラ・ミツバオ
ウレンなどの高山植物の観察をしなが
ら森の癒しを体験します。
葛日時／6月29日（土）9：00～15：00
　（約6時間　休憩＋お昼休み）
葛募集人数／15人
葛申込／6月22日（土）まで
葛場所／ことりはうす集合　8：30
葛コース／刈田岳～芝草平往復
葛参加費／大　　人　1,500円
　　　　　小中学生　1,000円
※｢ことりはうす｣の入館料は別途です。
　（一部イベントは除く）

■申 ■問  県蔵王野鳥の森自然観察センター
　緯0224-34-1882　思0224-34-1871

　気候がよくなり、カモシカが活動する季節となりました。カモシカは、国の天然記
念物として保護されていますので、捕まえたり殺したりすると罰せられます。
　柴田町内の山林にもカモシカが多く生息しており、最近は市街地にも現れることが
多くなっています。通常は人を襲いませんが、近づきすぎると攻撃される恐れがあり
ますのでご注意ください。
○カモシカは人を襲わない動物です。帰巣本能があり、山に帰る道筋がわかれば帰り
ますので、しばらく様子を見てください。
○保護（捕獲）は原則として行いませんが、負傷やぐったりしている場合、死亡して
いる場合は動かさず速やかに連絡してください。

■問  しばたの郷土館　緯 55-0707

　仙台法務局及び県人権擁護委員連合会
では、6月24日（月）から30日（日）までの
7日間を、全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間と定め、時間を延長して相談電
話を開設します。学校における「いじめ・
体罰」や家庭内における児童虐待など、
子どもをめぐる様々な人権問題について、
人権擁護委員が電話相談に応じます。
葛日時／6月24日（月）～30日（日）
　8:30～19:00（※土・日曜日は10:00～17:00）
葛フリーダイヤル／0120-007-110　
※相談無料。予約不要。秘密は厳守されます。

■問  仙台法務局人権擁護部  緯022-225-5743

　子宮がん検診を7月31日（水）まで実施
しています。受診票が届いている方はお
早めに受診してください。健康保険証が
変わったことにより自己負担料が変更に
なる場合は、事前に健康推進課で手続き
をお願いします。
葛対象／町内に住所を有する20歳以上
の女性（※年齢は平成26年3月31日現在）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

「しばた食と農のまちづくり条例基本計画（案）」に係る
パブリックコメントを実施します

時　　　間場　　　所
08:30～17:15（※土･日曜日は閲覧できません）農政課、槻木事務所
10:00～18:00（※月曜日は閲覧できません）まちづくり推進センター

09:00～17:00（※日･月曜日は閲覧できません）各公民館、各生涯学習センター、
農村環境改善センター

全全全全全全全全全全国国国国国国国国国国一一一一一一一一一一全国一斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉斉

「「「「「「「「「「子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどもももももももももものののののののののの人人人人人人人人人人権権権権権権権権権権 111111111111111111110000000000番番番番番番番番番番」」」」」」」」」」強強強強強強強強強強化化化化化化化化化化週週週週週週週週週週「子どもの人権110番」強化週間間間間間間間間間間間
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■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040

移動なかよし広場  ～みんなでなかよく遊びましょう♪～

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

6月・7月のお話し会　
葛日時／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「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　
■開館時間／平日：10:00～19:00　土・日曜日、祝日：10:00～17:00
■6月の休館日／17日（月）、24日（月）、 28日（金）　
■7月の休館日／1日（月）、8日（月）、16日（火）、22日（月）、29日（月）、31日（水）

　子育て中の保護者を助けてくれる方の研修会です。資格などはなくてもできる活動
ですので、子育ての援助活動に関心のある方の参加をお待ちしています。

葛対象／町内に住所を有する20歳以上の方　　葛申込期限／6月19日（水）
　※研修を修了した方には、協力会員証が交付されます。

■申 ■問  ファミリー・サポート・センター（船迫児童館内）　緯87-7871

　昨年出版された児童書300冊を、県図
書館から借り受け、展示します。多分野
に及ぶ児童書に触れる良い機会です。ぜ
ひご家族でご覧ください。
葛日時／6月29日（土）～7月9日（火）
　9:00～16:00（※月曜日は休館、日曜日は開館時のみ）
葛場所／槻木生涯学習センター

■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　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。
葛日時／7月19日（金）10：00～15：00
葛場所／県仙南保健福祉事務所
葛申込期限／7月5日（金）（※要予約）

■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

　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分以上としています。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（事務局）　緯55-2135

　特設ステージでの野外ライブです。
いっしょにライブを盛り上げませんか！
葛日時／8月25日（日）10：00～17：00
葛場所／柴田町太陽の村（雨天でも開催）
葛申込期限／6月30日（日）
■申 ■問  太陽・自然・人・inしばた実行委
員会（舟山）

子どもの本移動展示会

7月のトンボ玉体験会
葛日時／7月20日（土）9:30～11:00
　（7月6日は定員になりました）
葛場所／しばたの郷土館
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

葛日時／7月6日（土）10:00～12:00
葛場所／しばたの郷土館　研修室
葛内容／今回は、煎茶道三彩流洸泉会南支
部の渡辺洸渓社中が担当します。身近な
煎茶体験コーナーもあります。
葛参加費／300円
葛協力／しばた茶会運営委員会

菓子と茶「いっぷくどうぞ」

第13回バンドフェスタinしばた
参加バンド募集！

ココココココココココミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニケケケケケケケケケケーーーーーーーーーーシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンン発発発発発発発発発発達達達達達達達達達達相相相相相相相相相相コミュニケーション発達相談談談談談談談談談談談

『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 ～

15日（土）、22日（土）6月
6日（土）、13日（土）、20日（土）、27日（土）7月

葛日時／7月2日（火）9：45～11：30　　　  葛場所／西住公民館
葛テーマ／「七夕飾りを作りましょう」  　葛対象／就学前のお子さんと保護者
葛持ち物／水筒、下足を入れるビニール袋　※事前の申し込みは不要です。

　
　柴田児童館の子どもたちと一緒に遊びの交流をします。
葛日時／7月11日（木）9：45～11：30　　 　葛場所／柴田町農村環境改善センター
葛対象／2歳～就学前のお子さんと保護者　  葛持ち物／下足入れビニール袋、水筒
葛募集人数／20組　　葛申込期限／6月20日（木）

 
　動きやすい服装でご参加ください。
葛日時／6月28日（金）10：30～11：10　　  葛場所／子育て支援センター
葛対象／子育て中の親子、祖父母　　　　  葛講師／佐々木 恵美 氏　
葛持ち物／バスタオル、水筒、下足を入れるビニール袋

ファミリー・サポート・センター協力会員研修会開催

一緒に遊ぼう　～児童館のお友達と遊びましょう♪～

親子ストレッチ教室　～親子でのびのびリラックス♪～

6月28日（金）9：30～12：006月21日（金）9：30～12：00日時
船岡保育所保健センター3階研修室場所

毅船岡保育所見学
毅船岡保育所　所長講話

毅ファミリー・サポート・センターについて
毅協力会員の役割と心構え
毅子どもの心身の発達と関わり方

内容
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　自然豊かな中で、普段の生活では体験できないことにチャレンジしませんか。野外
活動やテントでの共同生活など「ワクワク」「ドキドキ」する自然体験キャンプに参加
しましょう。
葛期日／7月14日（日）～15日（月） 1泊2日　葛場所／セントメリースキー場（川崎町）
葛内容／テント設営、野外炊飯、キャンプファイヤー、観察会、登山など
葛対象／町内の小学校4年生（子ども会登録児童）
葛募集人数／25人　※応募者多数の場合は抽選　
葛参加費／3,000円（施設費、食事代ほか）　葛申込期間／6月18日（火）～6月28日（金）
葛共催／柴田町子ども会育成会連絡協議会
 保護者・参加児童説明会
葛日時／7月6日（土）13：00～　葛場所／船迫生涯学習センター　
葛持ち物／上靴（参加児童）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011

　太陽の村にある望遠鏡で、金星、土星
と春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／6月25日（火）19：00～20：30
　（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）

葛開催日／7月28日（日）　葛募集人数／各30組（※2人1組　親子で申し込みください）
葛場所／仙南地域職業訓練センター（〒989-1606柴田町大字船岡字照内1-9）
葛対象者／小学生と保護者
葛申込方法／ＦＡＸまたは往復はがきに下記の事項を記入し、仙南地域職業訓練セン
ターまで申し込みください。　①希望教室　②住所　③氏名（ふりがな）　④電話番
号　⑤ＦＡＸ番号　⑥学校名（学年）※応募者多数の場合は抽選
葛締切日／7月16日（火）　◎締切日後に受講通知をお送りします。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　緯57-1501　思55-2250

　ゆかたを粋に着こなして、みんなで夏
祭りに参加しましょう。
葛日時／7月6日（土）、8月3日（土）
　13：00～15：00（計2回）
葛場所／船迫生涯学習センター
葛対象／小学生以上の町民
葛募集人数／20人　　葛参加費／無料
葛持ち物／浴衣、半幅帯、紐（3本）、ガー
ゼかさらしの下着（上下）、伊達締、前板

葛講師／佐藤 栄子 氏（新装きもの学院講師）
葛申込期限／7月2日（火）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011

○職場を辞めて保険証を返還したら
　職場などの健康保険をやめた方で、ほかの健康保険に加入しない場合は、国民健康
保険への加入手続きが必要です。退職した日から14日以内に手続きをしてください。
葛必要なもの／社会保険喪失連絡票、年金証書（年金を受給されている方のみ）、印鑑
○就職して職場の保険証をもらったら
　職場などの健康保険に加入した場合や、ほかの健康保険の被扶養者になったときは、
国民健康保険の喪失手続きが必要です。必ず資格喪失の手続きをしてください。 
葛必要なもの／職場の保険証、国民健康保険の保険証

■問  健康推進課　緯55-2114

　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。
葛日時／9月28日までの毎週土曜日
　　　　9：00～11：00
葛場所／県仙南総合プール
葛募集人数／成人15人
葛受講料／6,000円（プール使用料は別途負担）
葛持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

○仙南地域の障がい福祉サービス施設の情報は、仙南地域自立支援協議会のホーム
ページでご覧いただけます。
　葛閲覧方法／http://www.sennanjikyo.jp/または仙南地域自立支援協議会で検索。
○全国の障がい福祉サービス事業者の情報は、独立行政法人福祉医療機構が運営する
サイト「WAM NET（ワムネット）」でご覧いただけます。
　葛閲覧方法／http://www.wam.go.jp/shofukupub/で検索。

■問  福祉課　緯55-5010

　囲碁に興味のある方、お待ちしていま
す。初心者も大歓迎です。
葛日時／毎週第2日曜日　10：00～
葛場所／第6区集会所
葛会費／10,000円（年額）
※昼食あり　賞品あり

■申  柴田碁友会（玉槻）　

参加者募集「自然体験キャンプ」（小学校4年生対象）

参加者募集  仙南地域職業訓練センター 夏休み親子教室
内　　　容参加費（1組）時間教室名

ミニチェアー作り　　　　　　　1,500円09：00～12：00親子木工教室
茶碗、湯呑、皿、マグカップ作り2,200円10：00～12：00親子陶芸教室

金星・土星と春の星座を見つけよう

ゆかたを着て夏祭りに行こう！

会員募集 柴田碁友会

第2回 成人初心者水泳教室
受講者募集

障がい福祉サービス施設の検索ができます
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　各種統計調査に継続して従事してくださる方を募集します。
葛応募資格／年齢満20歳以上の町内居住者で、税務や警察の事務、公職の候補者の選
挙活動に直接関係のない方。
葛職務内容／調査票を配布（記入依頼）し、回収して点検します。
葛その他／毅調査員は、秘密保持が求められます。

毅調査の種類によって定められた報酬が支払われます。
毅応募いただいた方は、審査の上、調査員候補者として登録します。
毅登録された方が、必ず任命されるわけではありません。

葛申込方法／履歴書をまちづくり政策課へ提出してください。

■申 ■問  まちづくり政策課　緯 54-2111

　日本国内に住所がある20歳以上60歳未
満の方は、性別、職業や収入に関係なく国
民年金に加入しなければなりません。
　国民年金の被保険者は3つの種別に分か
れています。就職・離職・進学など異動が
あった時は、早めに届け出をしましょう。
【国民年金3つの被保険者種別】
●第1号被保険者…20歳以上60歳未満の
自営業者、農業従事者、学生、フリーター
などやその配偶者
●第2号被保険者…厚生年金保険や共済組
合に加入している方（65歳以上で厚生年
金保険に加入中であっても老齢厚生年
金などの受給権がある方は除かれます）
●第3号被保険者…第2号被保険者の夫
（妻）に扶養されている20歳以上60歳未
満の妻（夫）
■問  日本年金機構大河原年金事務所国民年金
　課　緯51-3113、健康推進課　緯55-2114

　飲酒運転は、重大事故に直結する極めて悪質な犯罪です。飲酒運転を「しない」「さ
せない」環境づくりにご協力をお願いいたします。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

葛日時／7月13日までの土曜日　13：00～17：00　葛場所／東北大学川内南キャンパス
葛受付時間／平日10：30～14：30　※事前予約制です。
葛内容／離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借など、民事法一般。
※刑事事件、弁護士依頼済のもの、訴訟（調停）係属中のものを除く。
■予 ■問  東北大学無料法律相談所　緯022-795-6243

　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／7月3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

　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、県介護研修センターの
「地域公開講座」を活用して「介護」について学習します。一緒に勉強してみませんか。
葛日時／7月12日（金）13：30～15：30　葛場所／保健センター4階　葛参加費／無料
葛講師／立教大学 コミュニティ福祉学部　講師（前教授）

公益社団法人　長寿社会文化協会　理事長
服部メディカル研究所　所長　服部万里子　氏

葛テーマ／「（仮）介護の実態とこれからの介護について～超高齢化社会における介護の方向～」
葛主催／柴田町、柴田町議会
葛共催／社会福祉法人 県社会福祉協議会　県介護研修センター
葛協力／一般社団法人 日本福祉用具供給協会　宮城ブロック
■問  議会事務局　緯55-2136

　アルコールの問題は本人のこころやから
だの健康を損なう恐れがあります。また、
ご家族にもさまざまな影響を及ぼしかねま
せん。本人とご家族のために、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／7月11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／7月4日（木）・18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

アアアアアアアアアアアアルルルルルルルルルルルルココココココココココココーーーーーーーーーーーールルルルルルルルルルルル専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相アルコール専門相談談談談談談談談談談談談談

思思思思思思思思思思思思春春春春春春春春春春春春期期期期期期期期期期期期・・・・・・・・・・・・引引引引引引引引引引引引ききききききききききききここここここここここここももももももももももももりりりりりりりりりりりり専専専専専専専専専専専専門門門門門門門門門門門門相相相相相相相相相相相相思春期・引きこもり専門相談談談談談談談談談談談談談

東東東東東東東東東東北北北北北北北北北北大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学 無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料法法法法法法法法法法律律律律律律律律律律相相相相相相相相相相東北大学　無料法律相談談談談談談談談談談談

○飲酒運転の罰則
　毅酒酔い運転　　5年以下の懲役または100万円以下の罰金
　毅酒気帯び運転　3年以下の懲役または50万円以下の罰金

○飲酒運転周辺者三罪の罰則
　毅車両提供罪
　　（運転者が酒酔いの場合）　　5年以下の懲役または100万円以下の罰金
　　（運転者が酒気帯びの場合）　3年以下の懲役または50万円以下の罰金
　毅酒類提供罪と飲酒運転車両への同乗罪
　　（運転者が酒酔いの場合）　　3年以下の懲役または50万円以下の罰金
　　（運転者が酒気帯びの場合）　2年以下の懲役または30万円以下の罰金

○飲酒運転で失う6つの宝
　①命（死亡事故などの重大事故）②家族（家族離散など）③仕事（会社の解雇など）
　④社会的信用（マスコミ報道など）⑤免許（運転免許取り消し）⑥お金（示談金や罰金）

どなたでも参加できます　県社会福祉協議会　県介護研修センター「地域公開講座」

「公開議員研修会」

統計調査員を募集します
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男の厨房愛好会会員募集

第21回宮城シニア美術展作品募集

　町では、メールアドレスを登録していただいた方に、イベントや観光、防犯、子育
てに関する情報などを電子メールでお届けするサービスを行っています。登録料は無
料ですが、メールの受信などにかかる通信料は利用者の負担となります。ぜひご利用
ください。
葛配信内容／

葛登録方法／
 パソコンから登録する場合
　町ホームページ（http://www.town.shibata.miyagi.jp/）内からパソコンや携帯
電話へのメール配信を登録できます。

 携帯電話から登録する場合
①登録専用メールアドレス（ml@mm.town.shibata.miyagi.jp）
　へ空メールを送信してください。
②サービスの登録受付メールが届きますので、内容に従って登録
　してください。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　手軽な簡単おつまみ、季節の料理や郷
土料理を作ってみませんか。
葛日時／ 6月22日（土） 、7月27日（土）
　9：30～12：00
※毎月第4土曜日実施予定
葛場所／船迫生涯学習センター  調理室 
葛参加費／月　額　1,500円程度
　　　　　年会費　1,000円

■申 ■問  男の厨房愛好会（佐藤）

　高齢者の文化活動として、創作による作品を募集し展示します。
葛募集対象／日本画、洋画、書、写真、工芸の5部門　　葛テーマ／自由
葛応募資格／県内在住の60歳以上のアマチュアの方
葛出展申込料／1作品500円（出展は各部門1人1点）
葛申込期間／7月1日（月）～10月15日（火）
葛展示会場／県美術館　県民ギャラリー
葛展示期間／11月28日（木）～12月1日（日）　※入場無料
葛審査／各部門専任審査員が審査します。（表彰式あり）
※入賞作品は、平成26年開催予定の｢ねんりんピックとちぎ2014｣美術展部門へ出展となります。

■申 ■問  県社会福祉協議会いきがい健康課　緯022-223-1171

葛コース／①ＣＡＤ・ＮＣオペレーショ
ン科　②テクニカルオペレーション科
③設備保全技術科　④溶接施工科　⑤
電気設備施工科　⑥電気・情報通信工
事科　⑦建築リフォーム・コーディ
ネート科　⑧ビル設備サービス科
葛期間／9月3日（火）～平成26年3月4日（火）
葛募集人数／①～⑦15人、⑧18人
葛受講料／無料（テキスト代などは自己負担）
葛申込／6月26日（水）～7月24日（水）
※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

　放送大学はテレビやインターネットな
どを通して学ぶ通信制の大学です。心理
学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。働きなが
ら学んで大学を卒業したい、学びを楽し
みたいなどさまざまな目的で幅広い世代、
職業の方が学んでいます。
○15歳以上の方なら、1科目から学習す
る選科履修生・科目履修生として入学
できます。
○18歳以上の大学入学資格をお持ちの
方なら、学力試験はなく、全科目履修
生として入学ができ、4年以上在学し
て124単位を修得し卒業すると、学士
（教養）の学位を取得できます。

■申 ■問  放送大学宮城学習センター
　緯022-224-0651

公共職業訓練受講生募集

放送大学4月入学生募集
出願期間 8月31日㈯まで

【町からのお知らせ】
町内で開催されるイベント、観光情報、産地直産情報などをお届けし
ます。イベント・観光・物産情報

地震や大雨に関する情報、災害時の生活関連情報などをお届けします。災害・防災情報
町内で発生した犯罪情報・交通事故の発生状況など、暮らしの安全に
関する情報をお届けします。防犯・交通・安全安心情報

町内や近隣市町の休日当番医などの情報を、休日・祝日の前平日にお
届けします。休日当番医情報

感染症などの予防に関する情報のほか、健康に関するイベントなどの
情報をお届けします。健康情報

子育てしている保護者に、子育て支援事業などの情報をお届けします。子育て情報
町内での熊などの目撃情報をお届けします。熊などの出没情報
新刊図書やお話し会などの各種催しの情報をお届けします。柴田町図書館情報

【柴田町社会福祉協議会からのお知らせ】
子育てサロンや親子で参加するイベントなどの情報をお届けします。子育て支援情報
ボランティア講座やイベントなどの情報をお届けします。各種講座・イベント情報
ボランティアをしたい、ボランティアをお願いしたいなどの情報をお
届けします。ボランティア情報・災害支援情報

※ＱＲコード読み
取り対応機種の場
合ご利用ください。
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主な行事日学　校
開校記念日3船岡小学校

☎55-1064 授業参観
PTA懇談会5

船小寺子屋（午前）24～26
振替休業日1槻木小学校

☎56-1029 社会見学（5年生）2
お楽しみ集会3
学習相談日23～25
授業参観
PTA懇談会3柴田小学校

☎56-1430
芸術鑑賞教室12
PTAレクリエー
ション大会20

授業参観
ＰＴＡ懇談会
弁当の日

3
船迫小学校
☎55-5394

育成会フットベ
ースボール大会21

サマースクール22～23
振替休業日1西住小学校

☎53-3227 夏休み学習教室22～26
振替休業日1東船岡小学校

☎55-1811 開校記念日11
実力テスト（3年生）8船岡中学校

☎55-1162 PTA講演会
PTA懇談会13

振替休業日16
授業参観
PTA研修会13槻木中学校

☎56-1331
振替休業日16
PTA親子レクリ
エーション28

校内合唱コンクール11船迫中学校
☎54-1225 授業参観

PTA懇談会17

第1学期終業式19小中学校共通
夏季休業日
(8月25日まで)20～

県中総体21～24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：6月4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
0.07船迫生涯学習センター0.06槻木生涯学習センター
0.08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：6月5日（水）】
測定値測定値測定値
0.07西住小学校0.12船迫小学校0.10船岡小学校
0.07柴田小学校0.10槻木小学校0.05東船岡小学校
0.10槻木中学校0.12船迫中学校0.10船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.13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0.09熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：6月6日（木）】
測定値測定値測定値
0.10西船迫保育所0.13槻木保育所0.07船岡保育所
0.07西住児童館0.13三名生児童館0.12柴田児童館

※毎週1回測定0.11むつみ学園0.07船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：6月3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
0.08船岡城址公園0.08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：6月3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　　※検査は宮城県企業局

◎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）　☎55-2113、教育総務課（学校施設）　☎55-2134
　 子ども家庭課（児童福祉施設）　☎55-2115、都市建設課（公園）　☎55-2121
　 上下水道課（水道水）　☎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5月27日つるむらさき（施設）
100不検出5月27日きゅうり　　（施設）

※検査は宮城県農林水産部

　2013よくわかる町の仕事と予算に掲載した記事に誤りがありました。正しくは下
記のとおりです。訂正してお詫びいたします。
■８ページ　２ 槻木中学校校庭整備工事
誤）「４億4,097万円｣
正）｢4,409万円｣
■13ページ　２ 槻木中学校校庭整備工事
誤）｢予算額 4億4,097万円　  財源　国：1億4,845万円　町：252万円　他：2億9,000万円｣
正）｢予算額 4,409万円　  財源　国：1,484万円　町：25万円　他：2,900万円｣

■問  教育総務課　緯55-2134

訂正とお詫び
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