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　大規模地震災害に備えた訓練を行いま
す。町内外企業の協力により、ガス、水
道、電気の復旧訓練や防災用品の展示な
ども行います。
葛日時／10月6日（日）9：00～12：00
※雨天中止（小雨決行）
葛場所／西住小学校
葛内容／○自主防災組織のみなさんによ
る避難訓練・救出救護訓練　○自衛隊
による救出訓練　○消防団や婦人防火
クラブによる災害時訓練など
■問  総務課　緯55-2111

柴田町臨時職員を募集します（震災等緊急雇用対応事業）

槻木地区ふるさとまつり

葛募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。
①被災求職者の方（※） 　②65歳未満の方　　③パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる方

※被災求職者とは、被災地域内の災害救助法適用地域（県内は全域）に所在する事業所を離職
した失業者または該当地域に居住していた求職者（未就職卒業者を含む）の方です。
○過去に町に雇用された期間がある方で、地方公務員法により雇用できない方は除
きます（詳細はお問い合わせください）。○採用については、平成23年3月11日以
降離職した方、被災求職者の方、新卒者（高等学校、大学、専門学校など）を優先
します。
葛雇用期間／平成25年10月1日～平成26年3月31日
葛勤務条件・勤務時間など／毅月～金曜日　8:30～17:15（1日7時間45分勤務）月20
日程度　毅賃金　日額5,813円（時給750円）　毅社会保険および雇用保険に加入
葛申込期間／9月17日（火）～25日（水）　　葛申込場所／教育総務課
葛受付時間／8:30～17:15（土・日曜日、祝日を除く）
葛提出書類／○市販の履歴書（写真添付）○離職した方は、就職時の雇用契約書また
は雇入れ通知書もしくは離職票などの写し。新卒者は卒業証書の写しまたは卒業証
明書。　※上記書類は返却しませんのでご了承ください。
葛選考方法／書類審査のほか面接を行います（詳しくは申込時に説明します）。
葛その他／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。　
※診断書は自己負担になります。

■申 ■問  教育総務課　緯55-2134

葛日時／10月19日（土）、20日（日）
　　　　 9：00～16：00
葛場所／槻木生涯学習センター
○芸能発表（ステージ発表 20日）
舞踊、民謡、ダンス、コーラス、歌謡など
○バザー（19日）
　槻木婦人会によるバザー
○展示 (19日、20日)
　陶芸、盆栽、山野草など
○即売（19日、20日）
　産直会などによる野菜などの即売

■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　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／9月28日（土）
　10：00～11：45、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

臨時学校用務員を募集します
葛募集人数／1人　　葛勤務先／町内小学校　　葛職務内容／学校内の環境整備
葛雇用期間／平成25年10月1日～平成26年3月31日　葛募集対象／65歳未満の方
葛勤務条件・勤務時間など／毅月～金曜日 7：00～17：15のうち7時間以内（月116
時間以内）　毅時給750円　毅雇用保険に加入
葛申込方法／履歴書に必要事項を記入の上、教育総務課へ持参ください。
葛募集期間／9月17日（火）～25日（水）8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く）
葛選考方法／面接を行います（申込時説明します）。

■申 ■問  教育総務課　緯55-2134

勤務先職務内容募集人員職種
教育総務課一般事務等補助業務１人一般事務等補助業務

　この調査は、10月1日現在の住戸や土地の保有状況、世帯に関する実態を明らかに
し、住生活関連諸施策の基礎資料を得るため、全国的に実施される調査です。
調査の対象となった世帯に統計調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。
■問  まちづくり政策課　緯54-2111
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　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／10月2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

　10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
方は福祉課へお立ち寄りください。
葛日時／10月4日（金）、18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

　10月診療分から、通院にかかる医療費（自己負担分）の助成対象年齢を、現行の
「小学校就学前」から「中学校3年生」に拡大します（入院は現行どおり「中学校3年
生」までが対象です）。助成となるのは申請した月の1日からです。申請書の提出が必
要となりますので、お早めに手続きをしてください。
葛必要なもの／申請書、お子さんの健康保険証、保護者の預金口座、印鑑、平成25年
度課税証明書（平成24年所得分）　※所得により助成を受けられない場合があります。
○登録済の方は申請不要です。なお、登録をしている方については、前年の所得を確
認させていただき助成の可否を通知します。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2114

　国民年金保険料を納め忘れたまま2年間を過ぎると、その期間の納付はできません
でしたが、平成24年10月から3年間に限り、過去10年間以内に納め忘れた保険料を
納付することができます。
　過去10年間以内の未納となっている保険料を納めることで、将来の年金額を増やし、
年金の受給権へつなげることが出来るようになります。
　後納制度は、事前の申し込みが必要です。なお、老齢基礎年金を受給されている方
などは、後納制度をご利用できない場合があります。
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113

　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／10月31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／10月10日（木）、24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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　特定健康診査は、自覚症状がない生活習慣病の早期発見や健康状態を確認する良い
機会です。年に一度、特定健康診査を利用し身体のチェックをしましょう！
　今年の健診期間は、9月30日（月）までです。対象者には受診券を送付しています。
受診券を紛失した方には再交付しますのでご連絡ください。

　

　結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査は9月30日（月）までの実施で
す。忘れずに受診しましょう。
　申し込まれていない方で、受診をご希望の方は9月25日（水）までお申し込みください。

　結核・肺がん検診、特定健診、後期高齢者健診などの集団検診会場で「成人歯科相
談」を無料で実施します。この機会にぜひ「お口の中のこと｣についてお気軽にご相談
ください。　※予約不要
葛実施日／9月20日（金）、24日（火）、26日（木）、30日（月）
葛場所／保健センター　　葛受付時間／9：00～11：15　　葛対象／40歳以上の方
葛内容／歯科医による歯や歯茎、入れ歯などの相談（歯の状態を簡単に診察します）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

実　施　方　法対象年齢
町内の指定医療機関での個別健診40歳～64歳
町内施設による集団健診　　　　65歳以上
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本とあそぼう

「全国訪問おはなし隊」がやってきます！

第 1回しばた匠まつり

夏の星座を見つけよう

　親子でオリジナルのガラス彫刻や革細
工を作ってみませんか。
葛日時／10月19日（土）9:00～12:00
葛場所／西住公民館
葛募集人数／小学生と保護者10組（先着順）
葛材料費／1組　1,000円
葛持ち物／エプロン、軍手
葛申込期限／10月3日（木）
■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520

葛日時／9月29日（日）10：30～14：00　　葛場所／柴田町｢太陽の村｣
葛内容／○ふるさとの食卓（地場産の食材をふんだんに使った食事）　○餅つき体験
（きねとうすを使い自分でついた餅をその場で試食）　○竹馬であそぼ！　○わら細
工の実演　○朝採り野菜、加工品や花などの地場産品の即売　○ふるさとの食卓食
事券か新米をお買い上げいただいた方に抽選で、町の特産物（新米、花、菓子など）
をプレゼント　○ねこバス体験乗車（雨天中止）
 しばたのとれたて新米販売　葛料金／8,000円　※玄米30kg 1世帯1袋　100袋限定
　葛販売開始時間／11:00～
 ふるさとの食卓食事券　葛料金／前売り1,000円、当日1,100円（子供500円）
※お食事は材料などに限りがありますので、前売り券をお求めください。
葛発売日／9月2日（月）～24日（火）
葛前売り券販売所／柴田町｢太陽の村｣、ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部（槻木上
町）、農政課

■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（農政課内）　緯55-2122

　太陽の村にある望遠鏡で、夏から秋の
星座を観望します。ぜひご家族でお越し
ください。
葛日時／9月24日（火）19：30～20：30
　（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）　

　手づくりの作品を制作者自身が販売します。制作者と来場者が直接交流できるのが
大きな魅力です。陶芸、木工、ガラス、革、竹工芸品など、県内外から55軒が出展し
ます。柴田町の秋を彩る新たな催しにぜひお越しください。
葛日時／10月5日（土）、6日（日）9：30～16：00（6日は15:00まで）
葛場所／柴田町｢太陽の村｣

■問  しばた匠まつり実行委員会　緯090-2608-1936

　楽しい「おはなし」をたくさん乗せて、
「おはなし隊」のキャラバンカーが柴田町
を2年ぶりに訪問します。キャラバン
カーの中には、各社発行の児童書が約
550冊展示してあり、自由に読むことが
できます。
葛日時／9月21日（土）10:00～11:05
葛対象／小学校3年生までの児童と保護
者　※一般の方も可です。

葛場所／船迫生涯学習センター
葛協力／絵本読み聞かせの会「おむすび
ころりん」

■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011

　ピアニストの一世（issei）さんと一緒に音楽を楽しみましょう。
葛日時／10月14日（月）  開場 13:30　開演14:00　　
葛会場／しんきんホール（仙南信用金庫白石本店）
葛参加費／1,000円　※小学生未満は無料　　葛申込期限／10月11日（金）
葛内容／
第1部　ピアノリサイタル　月光ソナタ（ベートーヴェン）、華麗な大円舞曲Op.18
（ショパン）、組曲「くるみ割り人形」より（チャイコフスキー）など
第2部　一世（issei）さんの伴奏で歌いましょう　はと、もみじ、ふるさと　など

■問  高島　

　口笛は、年齢や性別に関係なく誰でも
楽しめます。初心者の方も大歓迎です。
葛日時／毎月第1、3土曜日
　　　　10：00～12：00
葛場所／船迫生涯学習センター
葛年会費／前期・後期　各1,500円
■申 ■問   礎木 　

い そ き

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

9月・10月のお話し会　11：00～12：00※申込不要
葛日時／9月21日（土）、28日（土）、10月5日（土）、12日（土）、26日（土）
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
　
■開館時間／平日：10:00～19:00　土・日曜日、祝日：10:00～17:00
■9月の休館日／17日（火）、24日（火）、30日（月）
■10月の休館日／7日（月）、15日（火）、21日（月）、28日（月）、31日（木）

第10回 しばたコメ祭り
～真心をコメて作ったしばたの「おいしいごはん」をお召し上がりください～

秋のアフタヌーンコンサート

親と子のふれあい工作！
ガラス彫刻・革細工体験教室

口笛会員募集

みやぎ口笛楽友クラブ｢ファルセット｣
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映画上映

「毎日がアルツハイマー」

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。

　
　平成26年成人式を思い出に残る式典にするため、一緒に作り上げ、盛り上げていた
だける方を募集しています。一生に一度しかない人生の節目の思い出づくりとして参
加してみませんか？
　やる気のある新成人の方、または新成人ではなくても有志として成人式の企画・運
営に携わっていただける方、ぜひご応募ください！
※実行委員会議は、10月～12月（平日）19:30頃に月1回の開催を予定しています。
葛募集人数／10人程度　　葛申込期限／9月27日（金）

　
　成人式の式典で「抱負」「将来の夢」など“新成人としての想い”を、新成人を代表
して発表してくださる方を募集しています。あなたの「想い」を聞かせてください。
葛募集人数／2人（男女1人ずつ）
葛応募方法／新成人としての「抱負」「将来の夢」などを1,000字以内にまとめて郵送、
ＦＡＸ、Ｅメールおよび持参のいずれかで提出してください（住所、氏名、生年月
日および電話番号を明記のこと）。
葛応募期限／9月27日（金）　※選考結果は郵送でお知らせします。

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

企画展　没後60年　小室達展
伊達政宗公騎馬像をつくった男 好評開催中
葛展示期限／11月24日（日）

葛日時／9月21日（土）、10月5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

　中秋の名月「おめげっつぁん」月を
めでながら、静かな時の流れを感じ
てみませんか。入場は無料です。
葛日時／9月19日（木）18：30～20：30
葛場所／しばたの郷土館
葛内容／名月観望、観月茶会、箏曲演
奏、しばたの民話

葛日時／10月5日（土）10:00～12:00
葛場所／しばたの郷土館　茶室如心庵
葛内容／本格茶席での雰囲気を楽し
んでいただきます。　
葛参加費／300円
葛協力／しばた茶会運営委員会高橋
宗喜社中

9・10月のトンボ玉体験会

菓子と茶「いっぷくどうぞ」

中庭観月会

平成 26年 成人式

　認知症と介護する家族への理解が広ま
り、介護のヒントや元気をもらえる映画
です。主役は、現在、認知症となってい
る映画監督のお母さんです。演技や飾り
のない親子の日常のやり取りに親近感が
わきます。
葛日時／10月5日（土）
　　　　①10:00～　②13:00～　
葛会場／槻木生涯学習センター
葛チケット／500円　※当日券あり
葛主催／介護家族の会「よつば会」
葛後援／柴田町・柴田町社会福祉協議会

■問  柴田町地域包括支援センター　
　緯86-3340

　成人式実行委員募集！

　発表者募集！～20歳のメッセージ～

ファミリー・サポート・センター　新協力会員研修会開催
　子育てのお手伝いに関心のある方の参加をお待ちしております。一時預かり、送迎
など資格がなくてもできる活動です。

　　
葛対象／町内に住所を有し、子育て援助活動のできる20歳以上の方
葛申込期限／9月25日（水）
■申 ■問  ファミリー・サポート・センター（船迫児童館内）　緯87-7871

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／9月27日（金）9：45～11：30
　場所／船岡体育館 
　テーマ／「運動会ごっこ」
②日時／10月10日（木）9：45～11：30
　場所／槻木生涯学習センター（会議室）
　テーマ／「新聞紙で遊ぼう！」
葛対象／就学前のお子さんと保護者
※申込不要

一緒に遊ぼう
　槻木保育所の子どもたちと遊びま
しょう♪
葛日時／10月1日（火）9：45～11：00
葛場所／槻木保育所　
葛募集人数／20組
葛対象／1歳～就学前のお子さんと
保護者

葛申込期限／9月26日（木）
※定員になり次第締め切らせていただきます。

葛持ち物／下足入れビニール袋、水筒、タオル
■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040

10月2日㈬9：30～12：009月30日㈪9：30～12：00日時

槻木保育所保健センター2階研修室場所

○槻木保育所見学
○槻木保育所　所長講話

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

内容
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邦楽演奏会

受講者募集

第3回 成人初心者水泳教室
　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／10月～12月までの毎週土曜日
　　　　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）　

　パーティーにピッタリな、季節の野菜を使った美味しいレシピをご紹介します。彩
りもよく栄養満点で、野菜が苦手なお子様も大満足です！一緒に作りましょう。
葛日時／10月15日（火）10:00～13:00　　葛場所／保健センター2階
葛対象／小学校低学年までのお子さんを持つ保護者　　葛募集人数／15人（先着順）
葛参加費／500円　  葛持ち物／筆記用具・エプロン 　 葛申込期限／10月7日（月）
葛その他／託児あり（2歳児未満不可）　※要予約

■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

葛日時／11月3日（日）9：30～14：30　　葛場所／柴田町地域福祉センター
葛内容／ステージイベントや福祉施設作品展示即売、盲導犬とのふれあい、チャ
リティーバザー、餅つき体験、フリーマーケット、交通安全教育車・パトカー
展示乗車体験、ゲームコーナー、はなみちゃんやむすび丸と写真を撮ろう！、
「まっくらカフェ」、健康相談コーナー　など

　町内で活動する合唱グループが、心に
残る童謡や昔懐かしいヒット曲などを歌
います。※入場無料
葛日時／10月6日（日）12:30開場　13:00開演
葛場所／槻木生涯学習センター
葛出演団体／つきのき女声コーラス、樅
ノ木女声合唱団、コンセール・アミ
葛友情出演／さくら混声合唱団、杉の子
福祉コーラス
葛主催／柴田町コーラスグループ合唱祭
実行委員会（柴田町教育委員会共催）

■問  生涯学習課　緯55-2135

　秋の午後、お箏・尺八・語り・映像で
つづるものがたり絵本「花さき山」をお
楽しみください。邦楽に関心のある方も
お話を聴きたい方もぜひおいでください。
　また、旧坂元中学校跡仮設住宅のみな
さんが作った「いちごのストラップ」販
売もあります。
葛日時／9月29日（日）13：30～※開場13：00
葛場所／槻木生涯学習センター
葛入場料／無料

■問  若松　

 運動の重点　○夕暮れ時と夜間の歩行中・自
転車乗車中の交通事故防止  ○シートベルト・
チャイルドシートの正しい着用の徹底  ○飲
酒運転の根絶  ○二輪車の事故防止  ○早朝・
薄暮の交通事故防止と反射材の着用推進
■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　ギャラリー展示案内　
○草と木の小さい盆栽展
　里山や身近な草木の小さくかわいらしい盆栽の展示です。
葛展示期間／9月18日（水）～9月23日（月）　※23日は15:00まで
○庄子陽子の油絵＆舩渡金家（ふなときんや）の石ころアート展
　老後の楽しみにと始めた趣味の油絵。描きためた愛しい作品たちをご覧くださ
い。また、小さな石ころに絵をつけた石ころアートも展示します。
葛展示期間／9月25日（水）～10月12日（土）　※12日は15:00まで

　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。
※申込不要　小学生は保護者付き添い
葛日程／9月21日（土）10：00～17：00（時間内の出入り自由）　葛参加費／無料

■推進センター9月の休館日／17日（火）、24日（火）、30日（月）　■開館時間／10:00～18:00
■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

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　緯58-1771

　家族の記念日や家族旅行、普段の生活の中での素敵な「家族の笑顔」の写真を
福祉まつりで展示してみませんか。たくさんの「笑顔」の写真お待ちしております。
必要事項を記入の上、写真を添えてメールまたは封書でご応募ください。
葛募集枚数／30枚（先着順）　　葛申込期限／10月1日（火）
葛必要事項／30字以内の写真コメント、住所、連絡先、出展者氏名
　　　　　　写真サイズ　○データの場合（2MB以上5MB以内）
　　　　　　　　　　　　○写真の場合（Lサイズ 89㎜×127㎜以上）
※採用された方には、記念品を差し上げます。

　雑貨、家電製品、手芸品、子ども服、靴、
おもちゃ、絵本などを販売する出店者を募
集します。※飲食物の販売は不可。
葛募集区画／20区画（1区画：2ｍ×3.5ｍ）
※応募者多数の場合は抽選とし、町内在住の方を優先。
葛出店料／無料　葛申込期限／10月1日（火）

　ハイハイ歩きが出来る赤ちゃん
と保護者を対象に、赤ちゃんハイ
ハイ競争を開催します。
葛募集人数／20組（先着順）
葛申込期限／10月1日（火）

フリーマーケット出店者を募集します

「家族の笑顔」大募集！

福祉まつり2013

柴田町各種婦人団体連絡協議会主催子育て応援事業

「簡単料理教室」～わが家のホームパーティー～

赤ちゃんハイハイ競争に
参加しませんか？

第15回柴田町合唱祭～歌声響きて～
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主な行事日学　校
午前授業(1～4年生）8船岡小学校

☎55-1064 音楽発表会（児童公開）30
修学旅行（6年生）9～10槻木小学校

☎56-1029 弁当の日18
音楽発表会（児童公開）30
遠足4柴田小学校

☎56-1430 学習発表会26
振替休業日28
弁当の日2船迫小学校

☎55-5394 修学旅行（6年生）10～11
アタック530
自由参観4西住小学校

☎53-3227 合同発表会19
振替休業日21
音楽学習発表会19東船岡小学校

☎55-1811 振替休業日28
学校公開15～19船岡中学校

☎55-1162 文化祭
合唱コンクール20

振替休業日28
槻中祭
合唱コンクール19槻木中学校

☎56-1331
振替休業日25
文化祭19船迫中学校

☎54-1225 振替休業日21
フリー参観28～11/1
臨時休業日23小中学校共通
三地区大会12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：9月3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0.07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：9月4日（水）】
測定値測定値測定値
0.07西住小学校0.10船迫小学校0.08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
0.08槻木中学校0.10船迫中学校0.07船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.05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：9月5日（木）】
測定値測定値測定値
0.08西船迫保育所0.11槻木保育所0.07船岡保育所
0.06西住児童館0.12三名生児童館工事中柴田児童館

※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9日（月）】
測定値測定値測定値
0.05剣崎公園0.11白幡児童遊園0.07並松公園
0.08船岡城址公園0.06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2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0.4）
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8月26日㈪トマト（施設）
100不検出8月26日㈪ナス（露地）　

※検査は県農林水産部

当院駐車場の利用について
　救急、時間外診察患者専用駐車場に、
お見舞いの方が駐車することで、救急、
時間外患者の方が駐車できない状況が
発生しております。
　お見舞いの方は、病院正面の外来駐車
場（2時間まで無料）をご利用ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

■問  みやぎ県南中核病院　緯51-5500㈹

　宝くじの収入を財源として、財団法人自治
総合センターがコミュニティ活動を行う団体
に助成を行います。
葛対象／自治会、町内会などのコミュニティ団体
葛申込期限／10月3日（木）
葛申込方法／まちづくり政策課に備え付けて
ある「事業申込書」を提出してください。

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111

　ごみ回収後に集積所へごみを出し、回
収されないケースが増えています。「ご
み出しカレンダー」の収集日を守って、
朝8時までに集積所へ出しましょう。ま
た、「もやせるごみ」「もやせないごみ」
と容器包装プラスチックなどの「資源ご
み」をきちんと分別しましょう。

■問  町民環境課　緯55-2113

分　別ごみ袋
もやせるごみ・もやせない
ごみ

黄色
（黒字）

資源ごみ（ビン、缶、容器
包装プラスチックなど）

無色
（赤字）

平成26年度コミュニティ
助成事業を募集します

　毎年、5月5日の「こどもの日｣から1週間を「児童福祉週間」と定めています。児童福祉週間に向けて、その象徴とな
る標語を募集します。詳細については、（一財）こども未来財団のホームページ（http//www.kodomomiraizaidan.or.jp/）
をご参照ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■申 ■問 （一財）こども未来財団　緯03-5510-1833

平成26年度「児童福祉週間」標語の募集について 葛葛申込期限／10月21申込期限／10月21日日（月）（月）
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