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　平成22～ 23年度の下水道（汚水）整備完了に伴い、4月 1日から下水道が使え

る区域が広がります。

　今回新たに使えるようになる区域は、船岡字七作、船岡土手内3丁目、船岡字新野

竹内、船岡新栄4丁目、船岡字大住町、船岡字八入、

槻木西3丁目、槻木字西葛岡、の一部の区域です。

（図面を参照ください。）

■問  上下水道課　� 55-2118・55-2119

　子育て支援センタ

ーは、柴田町在住の

子育て親子ならどな

たでも自由に利用で

きる交流の場です。

 スタッフによる遊びの提供や子育て相

談等も実施していますので、ぜひご利用

ください。

　また、『移動なかよし広場』や『一緒に

遊ぼう』の開催については、お知らせ版

に掲載いたしますので、確認して参加し

てください。

�開放日／毎週月曜日～土曜日
　　　　　（祝日、年末年始は除く）

�時間／ 9：00～ 17：00

■問  柴田町子育て支援センター
　（船迫児童館内）　� 54-4040

�対象者／
　1期：1歳児（2歳の誕生日の前々日まで）

　2期：小学校就学前の1年間にある 5歳・6歳（平成 18年 4月 2日～平成 19年

　　　　4月 1日生まれ）

　3期：中学 1年生相当（平成11年 4月 2日～平成 12年 4月 1日生まれ）

　4期：高校 3年生相当（平成6年 4月 2日～平成 7年 4月 1日生まれ）
　 ※ 3期・4期については、平成20年度～平成 24年度のみの時限措置です。

　2期・3期・4期の対象者には、3月 23日に麻しん風しん予防接種の実施通知を送

付しています。接種期限が平成25年 3月 31日までとなっています。

　3月以降の転入者など、通知が届いていない方はお問い合わせください。

■問  健康推進課　� 55-2160

�期間／ 4月 6日（金）～ 4月 15日（日）
�運動の基本／
　「子どもと高齢者の交通事故防止」

�運動の重点／
　1　自転車の安全利用の推進（特に、自

　　転車安全利用五則の周知徹底）

　2　全ての座席でのシートべルト着用

　　とチャイルドシートの正しい装着の

　　徹底

　3　飲酒運転の根絶

　4　交差点における安全確認と追突事

　　故の防止
※4月 10日は「交通事故死ゼロを目指す日」
　です。家族・地域・職場など、みんなの力
　で柴田町から悲惨な交通事故をなくしま
　しょう。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

～子育て支援センターに　　
　　遊びにきませんか？～

凡　　　　例

下水道が使える
ようになる区域

船岡字新野竹内

船岡字七作 船岡新栄4丁目

船岡土手内3丁目

槻木西3丁目・槻木字西葛岡

船岡字大住町・船岡字八入
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　8020運動（80歳になっても自分の歯

を 20本以上保とう）を推進しています。

よい歯を保ち健康な方のご応募をお待ち

しています。

�対象／ 6月 4日現在、満 80歳以上で
　20本以上（治療完了）の歯があり、健

　康な方

�応募方法／はがきまたは FAXに住所、
　氏名（フリガナ）、生年月日、年齢、電

　話番号、かかりつけまたは最寄りの歯

　科医院をご記入ください。

�応募期限／ 4月 20日（金）

■申 ■問  宮城県歯科医師会「コンクール事務
　局」〒980-0803仙台市青葉区国分
　町1-5-1　� 022-222-5960
　� 022-215-3442

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

下記のいずれかの日に接種してください。

�対象／3か月～ 7歳 5か月児
※標準的な接種年齢は3か月～1歳 6か月ですが、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。

�受付時間／12：45～ 13：15　　�場所／保健センター1階
�持ち物／母子健康手帳、予診票、ビニール袋（災害に備え、会場内ではビニール袋
　に靴を入れてお持ち歩きください。）

 予防接種を受けることができない場合
①発熱があるまたは病気にかかっている

②下痢をしている

③けいれんを起こして3か月以上経っていない

④ＢＣＧ・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

⑤医師の診断により、予防接種を行うことが適当と認められなかった場合（服薬中、

　病気が治ったばかりなど）

■問  健康推進課　� 55-2160

�診察日／毎週月曜日・金曜日
�受付時間／ 13：30～ 16：30
�担当医／東北大学病院医師
※祝日は休診となります。都合により、受付時
　間の変更または休診になる場合があります。

■問  みやぎ県南中核病院付属村田診療所
　� 83-2445

　アルコールに関連するさまざまな問

題を抱えて悩んでいる本人、家族、関

係者の方および 嗜癖 問題を抱えている
し へ き

方やＡＣ（機能不全家族）の方を対象

に精神保健相談員による相談を実施し

ます。（要予約）

�日時／４月19日（木）13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　平成 24年 4月分より国民年金保険料

は、月額 14,980 円になります。4月初

めに日本年金機構より、年間の納付書が

入った「国民年金保険料納付案内書」が

送付されます。各月の保険料は納付期限

（翌月末日）までに納めましょう。

○平成24年度　国民年金保険料月額
�定額　14,980 円

�定額 +付加保険料　15,380 円
※付加保険料（400円）に変更はありません。

○保険料の一部が免除されている場合
�4分の3免除（4分の1納付）3,750円

�半額免除（半額納付）7,490 円

�4分の1免除（4分の3納付）11,240円

　免除の承認期間が6月までであること

　から、4月に 4～ 6月分の納付書が送

　付され、7月に 7月分以降の定額の納

　付書が送付されます。

○次のような方には送付されません
�口座振替を利用している方

�全額免除・若年者納付猶予に該当して

　いる方（7月以降継続にならなかった

　ときは 7月に送付されます。）

�学生納付特例に該当していた方で、所

　得がなく平成 24年度も引き続き同じ

　学校に在学予定の方

■問  日本年金機構大河原年金事務所　
　国民年金課　� 51-3113　
　柴田町役場  健康推進課  � 55-2114

　「思春期の悩みを抱えている」または

「引きこもりの状態にある」本人、家族、

関係者の方を対象に精神科医師や精神

保健相談員による相談を実施します。

お気軽にご相談ください。（要予約）

�日時／４月 12日（木）・26日（木）
　13：00～ 15：00

�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　� 53-3132

　ＨＩＶ抗体検査、クラミジア抗体検

査（採血）を匿名で受けることができ

ます。（要予約）

�日時／ 4月 10日（火）、24日（火）
　13：00～ 15：00

�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。

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　疾病対策班　� 53-3121

8020よい歯のコンクール  

対　　　　　象接種日

平成 22年 12月～平成 23年 2月生まれのお子さん4/16（月）

平成 23年 3月～ 5月生まれのお子さん4/24（火）

平成 23年 6月～ 8月生まれのお子さん4/26（木）

平成 23年 9月～ 11月生まれのお子さん5/9（水）

平成 23年 12月生まれ、7歳 6か月未満で未接種のお子さん5/10（木）
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　今年度も多彩なメニューを用意しておりますので、ぜひご利用ください。
�日時／祝日・年末年始を除く、9：00～ 21：00の時間帯で1講座あたり2時間以内とします。
�場所／会場は町内とします。お申し込み団体でご用意ください。
�対象／町内に在住、在勤または在学する10人以上の方で構成された団体、グループなどです。
�受講料／講師料、教材費は原則として無料です。ただし、材料費などについて実費を負担していただくこともあります。
�申込方法／代表者の方は、原則として受講希望日の14日前までに申込書をまちづくり政策課に提出してください。講座申込書、
　メニューの内容を紹介している講座パンフレットは、まちづくり政策課、槻木事務所、生涯学習センターなど各施設で配布して
　います。町のホームページからダウンロードすることもできます。
※講座担当課などの業務などの関係で、ご希望の受講日時に沿えない場合がありますので、ご了承ください。

平成24年度まちづくり出前講座メニュー

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

担当課等講　　座　　名№分  類分  野担当課等講　　座　　名№分  類分  野

農政課森林（もり）のはなし25

農林業

産業
・
建設

総務課防災講座1
安全
・
安心

くらし

農業委員会
事務局

農業者年金制度について26
まちづくり
政策課

交通安全教室
　－交通事故にあわないために2

農地制度について27みんなでつくろう！
　安全・安心なまちづくり3

都市建設課
道路のおはなし28

建設
税務課暮らしと税金4税

しばたの都市計画29総務課やさしい選挙の話5選挙

上下水道課
水道事業について30

上下水道町民環境課

ごみ分別とごみ減量・資源化に
ついて6環境

下水道事業について31消費者トラブルにあわないために7消費生活

教育長
（教育総務課）

柴田町の教育について32教育全般

教育
・
文化

健康推進課

知っておきたい年金制度8年金

教育総務課

教育方針及び重点事業について33

教育

私たちの国民健康保険・後期高齢者
医療制度9保険医療

健康
・
福祉

学校教育の現状と課題について34歯の健康教室10

健康

児童・生徒の安全対策について35乳幼児の心身の発達11

生涯学習課

協働教育プラットフォーム事業に
ついて36高齢者の心の健康のお話12

楽しい子ども会37高齢者の体の健康のお話13

子ども読書活動推進計画について38成人の健康のお話14

生涯学習課
（図書館）

図書館のこと39食事を楽しもう15

お話し会40

福祉課

高齢者福祉サービスのはなし16
高齢者
福祉

生涯学習課
（スポーツ振興室）

ニュースポーツ体験41スポーツ介護保険制度のしくみ17

介護
生涯学習課サークルをつくろう42文化はじめましょう　介護予防教室18

生涯学習課
（しばたの郷土館）

柴田町の歴史と文化財に親しもう43
歴史・
文化財

認知症サポーター養成講座19

町長
（総務課）

町政について44町政全般

町の
運営

高齢者の現状を知る20

財政課町の財政について45行財政子ども家庭課子育て支援について21子育て

まちづくり
政策課

住民自治によるまちづくり基本条例
について46まちづくり商工観光課柴田の観光とまつり22観光

産業
・
建設

男女共同参画について47男女共同男女共同
農政課

農業者戸別所得補償制度23
農林業

議会事務局議会のしくみ48議会議会農業振興地域整備計画について24
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�営業時間／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／ 4月 15日（日）毎月第3日曜日　

�祝日営業／ 4月 30日（月）11:00 ～ 19:00（施設利用時間11:00 ～ 18:45）

仙南総合プール日程表（平成24年 4月分）

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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木水火月日
☆☆☆☆☆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

○…全面利用可能　　☆…レッスンまたはイベント実施中は利用不可　　×…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コース分利用不可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

◇…  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コース分利用不可）

　　18:30 ～ 20:00 一部利用可（毎週火スポ少実施中は2コース分利用不可）

　　20:00 ～ 20:45 全面利用可

　再就職に向けた訓練を実施しています。

�コース名／建築設備施工科、電気・情
　報通信工事科、電気設備施工科、設備

　保全技術科（6月生）

�訓練期間／各 6カ月
�受講料／無料（テキスト、作業着は自己負担）
�申込期間／ 4月 3日（火）～ 25日（水）
�申込先／居住地を管轄する公共職業安
　定所を通じ申し込み

�実施場所／ポリテクセンター宮城名取
　実習場

■問  ポリテクセンター宮城　訓練課
　� 022-792-8066

　平成19年度から船岡地区で道路整備事業などに取り組んだ都市再生整備計画事業

（旧まちづくり交付金事業）が、平成23年度で完了しました。

各種事業がもたらした成果や今後のまちづくりの方向性などについて、事後評価委員

会で有識者を交えた審議を行い、取りまとめた事後評価結果を公表いたします。

�公表期間／平成24年 4月 1日（日）～平成25年 3月 31日（日）

�公表場所／都市建設課、槻木事務所、各生涯学習センター。（町ホームページでも閲

　覧することができます。）

�公表時間／

　�都市建設課、槻木事務所　8：30～ 17：15（土・日曜日、祝日を除く）

　�槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター、船迫生涯学習センター

　　　8：30～ 17：15（日・月曜日、祝日を除く）

■問  都市建設課　� 55-2121

　宮城県南地域の自慢の食材がふんだんに使われ、大好評の駅弁「みやぎ蔵王弁当」。

　今春、その第二弾が装いも新たに発売されました。今回は「みやぎ県南の春」をテー

マに、4月から 6月まで期間限定での販売。桜見立てご飯や梅炊き込みご飯、蔵王産

純 ･和豚の味噌漬け焼きなど、地元の食材を

活かした春らしいメニューとなっています。

　この駅弁には地域の魅力を発信しようと企

画した地元温泉旅館の女将たちのおもてなし

の気持ちがぎっしり詰まっています。ＪＲ仙

台駅構内の弁当売店のほか，予約をすればＪ

Ｒ白石蔵王駅でも購入できます。旅のお供に

いかがでしょうか。

価格：1,000円

■問  ㈱日本レストランエンタプライズ　� 022-257-2981

　柴田町図書館は、下記の期間「蔵書整

理点検」実施のため休館いたします。

　なお、本の返却については、玄関前の

ブックポストをご利用ください。

【蔵書整理点検とは？】
　いわゆる「 棚卸 」作業を行います。す

たなおろし

べての本のバーコードを機器でなぞり、

所蔵資料が紛失していないか、本来ある

べき場所に正しく配列されているかなど

をデータ照合します。

　町民の共有財産である資料を管理し、

確実かつ迅速に提供できるようにするた

めに欠かせない年 1回の作業です。

■問  柴田町図書館　� 86-3820

船岡地区　都市再生整備計画事業に係る
事後評価結果の公表

公共職業訓練受講生募集

　法テラスの日に、弁護士による夜間・

休日の無料法律相談会を開催します。相

談は無料で秘密は固く守られます。

�日時／

　

�場所／法テラス山元（山元町役場敷地内）
�予約受付時間／ 9：00～ 17：00
　（土・日曜日、祝日を除く）

■予 ■問  法テラス山元　� 050-3383-0213

4 月 9日（月）～ 13日（金）
17：00～ 21：00

夜間相談

4月 14日（土）、15日（日）
10：00～ 16：00

休日相談

柴田町図書館休館
　　　　のお知らせ

休館期間：4月13日（金）～23日（月）
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　柴田町内で活動している団体・個人

が制作した多様なジャンルの作品展

示・頒布会です。入場は無料です。

�期間／ 4月 7日（土）～ 22日（日）
�時間／9:00～ 16:30
※期間と時間は各団体などにより異なりま
　す。
　

　県内外の公募展などで入賞・入選し

ている町内の芸術家の作品（絵画、書、

彫刻、工芸、18点）を展示します。

�会期／ 5月 27日（日）まで
�開館時間／9:00～ 16:30
�会場／しばたの郷土館　思源閣
�入場料／無料

　さくら回廊inしばた開催のため、4

月3日（火）～24日（火）の期間は、施

設各室の貸出ができません。

さくら回廊 in しばた

　農繁期を迎え、農作業で電車線路敷地

内への立ち入りや、山菜取りのため線路

敷地内を横断することによるトラブルが

毎年発生しています。線路に近づくこと

は大変危険です。線路敷地内および線路
付近には『絶対に立ち入らない・近づか
ない』よう、ご協力をお願いいたします。

■問  阿武隈急行株式会社　
　� 024-577-7132

　「花のまち柴田」の魅力を町内外へ効果

的に発信していくための取り組みの第一

歩として、住民によるワークショップと

町が協働でまとめた、「花のまち柴田タ

ウンセールスリーフレット」を近日中に

全戸配布いたします。

　今年度も、住民参加による花のまち柴

田のタウンセールス活動を展開してまい

ります。
※タウンセールスとは、町の魅力を効果的・積
　極的に宣伝することで、町の認知度・知名
　度を高め、交流人口の増加を図る取り組み
　です。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　毎回ご好評をいただいております「し

ばたのオープンガーデン」を、今年も開

催する予定です。皆さんが丹精込めたお

庭やご自慢の植物（鉢植えや盆栽など）

を一般公開しませんか。お庭の種類（洋

風、和風、庭園、里山）や広さは問いま

せん。ぜひご参加をお願いします。

　お庭を公開していただける方、興味の

ある方は下記までお電話ください。
※オープンガーデンは英国が発祥の地で、個
　人の庭を一定期間、一般の人に開放する活
　動です。本町では花と緑による住民相互の
　交流を目的に開催します。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　毎週土曜日（4月14日～7月14日）に、

仙台市の東北大学にて、民事一般につい

ての無料法律相談を開催します。事前に

電話で相談内容をお聞きし、当日回答す

る形式となります。

�受付開始／4月2日（月）から（平日のみ）
�受付時間／ 10:30 ～ 14:30
※受入れ可能件数を超過した場合は、お断り
　させていただく場合もございます。

■問  東北大学法学部  � 022-795-6243

　スポーツ少年団には学区はありません。小中学生なら誰でも入団できます。

　練習内容や費用、日程は各スポーツ少年団にお問い合わせください。

■問  柴田町スポーツ少年団本部事務局（スポーツ振興室内）　� 55-2030

「しばたのオープンガーデン」
協力世帯の募集

「桜の中の美術祭」

しばたの郷土館
施設利用について

連  絡  先代 表 者団　　体　　名種　　目

大久保康治槻木 FC（小学生のみ）サッカー

関　　宏一船迫 FC（小学生のみ）

菅野　敏一FC.FRESCA（中学生のみ）

佐久間　寛船迫小フェザンツ（小学生のみ）野　球

渡辺　京子船小イーグルス（小学生のみ）

林　　　孝柴田ガルソン野球（小学生のみ）

松田　松男槻木スピリッツ野球（小学生のみ）

金子　清一東部ディアーズ

南條　充寿仙台大学柔道塾柔　道

遠藤　晶代槻木S.Cバドミントン

阿部　則之にしずみ（小学生のみ）

岩間萬治郎柴田剣友会剣　道

　橋　利男柴田町ラグビースクールラグビー

大沼　昌幸柴田町硬式空手道空手道

立花　英夫柴田町空手道

大槻　廣志JGKA柴田

佐々木公士槻木空手道

大沼　栄広秀練会拳聖空手船迫

工藤　　潔船迫チェリーズバレーボールバレーボール

伊藤　政吉柴田サニーズ

尾形　孝二船岡ホワイトサンダーズ

横山真美子さくらバトンバトントワリング

鈴木　章夫
さくらミニバスケットクラブ
（小学生のみ）

バスケットボール

沢田　隆雄
槻木バスケットボール
（中学生のみ）

柴田町スポーツ少年団団員募集
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　阿武隈川沿いをモニタリングして、情

報や要望を報告する、河川愛護モニター

を募集します。詳しくは、電話でお問い

合わせください。

�活動期間／7月 1日（日）～平成25年

　6月 30日（日）（1年間）

�募集人数／ 20歳以上の方　2人

�報酬／月額 4,580 円程度

�応募期間／4月11日（水）～5月10日（木）

■問  仙台河川国道事務所岩沼出張所
　� 0223-22-2801

　蔵王連峰を望むみちのく公園では、6

品種1,000本のサクラや35品種87,000

球のチューリップの見頃に合わせて『花

のフェスティバル』を開催します。土・

日曜日、祝日を中心に家族で楽しめるイ

ベントが盛りだくさんです。

�日時／ 4月 14日（土）～ 5月 6日（日）

　9：30～ 17：00

�場所／国営みちのく杜の湖畔公園

�入園料／大人400円、シルバー200円

　小人 80円

　駐車料金：普通車 300円

■問  みちのく公園管理センター
　� 0224-84-5991

　地域の皆さんに、校舎と授業を公開します。なお、学校には駐車場がないため、お

越しの際は、公共交通機関などをご利用ください。（予約不要）

�日時／ 4月 28日（土）9：20～ 12：00　　�場所／白石高等学校（白石市八幡町）
�持ち物／上履き

■問  白石高等学校　� 0224-25-3154

　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。

�期間／ 4月 7日（土）～ 6月 30日（土）

　上記期間の土曜日 12日間

　9：30～ 11：30

�場所／宮城県仙南総合プール

�募集人数／一般成人 15人

�受講料／ 6,000 円
※プール使用料は個人負担です。

�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など

�申込期限／ 4月 6日（金）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局
　（及川）　

白石高等学校の学校公開

みちのく公園で彩り豊かな春を満喫しよう！

花のフェスティバル2012

河川愛護モニター
を募集します

第1回初心者水泳教室

　犬は狂犬病予防法に基づき狂犬病予防注射（年1回）をすることになっています。予

防注射は町で実施する集合注射の会場または動物病院で受けてください。なお、集団

注射はどの会場で受けても構いません。

�料金／�登録済の場合3,020円（注射料金 2,470円、注射済票交付手数料550円）
　　　　�新規登録場合6,020円（登録手数料3,000円、注射料金 2,470円、

　　　　　　　　　　　　　　　　 注射済票交付手数料550円）

 集団注射の時に新規登録をお考えの方へ
　申請書は町民環境課に用意しています。会場での記入も可能ですが、集団注射をス

ムーズに行うため、事前に記入してお持ちください。

　犬が死亡した場合は、町民環境課または槻木事務所に死亡届を出してください。

（登録鑑札と注射済票が必要です。集合注射会場でも受け付けます。）

■問  町民環境課　� 55-2113

集合注射会場実施時間実施月日

海老穴集会所09：00～ 09：20

4月 19日
（木）

成田集会所09：30～ 10：00

葉坂構造改善センター10：10～ 10：40

入間田中央集会所10：50～ 11：20

槻木生涯学習センター第 2駐車場13：00～ 14：30

松ケ越町営墓地09：00～ 09：50

4月 20日
（金）

葛岡集会所10：10～ 10：40

18 Ａ区集会所11：00～ 11：30

18 Ｂ区集会所13：00～ 13：20

富上農村公園13：40～ 14：30

下名生剣水集会所09：00～ 09：50

4月 23日
（月）

下名生集会所10：10～ 10：40

中名生集会所11：00～ 11：30

西船迫 5号公園13：00～ 14：30

土手内集会所09：00～ 09：30

4月 24日
（火）

船迫児童館09：50～ 10：20

北船岡集会所10：40～ 11：20

船迫生涯学習センター13：00～ 14：30

西住公民館09：00～ 09：40

4月 25日
（水）

新田集会所10：00～ 10：30

新大原集会所10：50～ 11：20

船迫集会所13：00～ 13：20

船迫公民館13：40～ 14：10

並松集会所09：20～ 09：40

4月 26日
（木）

6区集会所10：00～ 10：40

中曽根集会所11：00～ 11：30

船岡公民館西側13：00～ 13：30

柴田町役場13：50～ 14：30
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　毎月課題曲や新曲を歌い、講師が丁寧

に指導します。ぜひ参加ください。

�日時／毎月　第 1・第 3金曜日

　12：00～ 17：00

�場所／カラオケ招福亭クレヨン船岡店

�参加費／ 900円（1回）※飲物付き

■問  さくら歌謡愛好会（新妻）
　

　母子父子家庭などの方々が生活上抱えている諸問題について、弁護士による特別相

談を無料で実施します。一人で悩まずに、お気軽に相談してください。

�日時／ 4月 18日（水）、7月 18日（水）　13:00 ～ 14:00
�場所／県仙南保健福祉事務所（大河原合同庁舎内）
�内容／母子父子家庭などの方々が抱える、さまざまな相談に応じます。
�相談料／無料（要予約）

■問 ■予  仙南保健福祉事務所母子・障害班　� 53-3132

　中国から仙台大学に留学している学生

と一緒に、本場の太極拳を学んでみませ

んか。

�日時／毎月2回（日曜日10:00～12：00）

� 4月開催／ 15日、29日

�場所／船迫生涯学習センター

�会費／年間 5,500 円

�募集人員／ 10人程度

■問 ■申  柴田町日中友好協会（大槻）
　

�期間／4月7日（土）～11月24日（土）
　9：00～ 15：30
�場所／

　
�料金／包丁 300円～、はさみ 500円～
　農機具 700円～

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

�日時／ 5月 6日（日）～ 7月 15日（日）

　日曜日（8回、第 2日曜日除く）

　13：30～ 15：00

�場所／入間田テニスコート

�対象／初心者、中級者の方

�募集人数／18歳以上の町民15人（先

　着順）

�参加費／ 3,000 円

�申込期限／ 4月 28日（土）

�受付時間／ 10：00～ 18：00

■申 ■問  柴田町テニス協会（加藤）
　

○ぴいかぶうのへや「のばら」開放日
　絵本や紙芝居、わらべ歌、手遊びな
どをゆったりと楽しんでみませんか。
時間内は出入り自由です。
�日時／4月5日（木）、12日（木）、19
　日（木）、26日（木）15：30～ 17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○「ミニ絵本づくり」
�日時／4月26日（木）15：00～16：00
�参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
�日時／4月12日（木）13：30～15：30
�参加費／ 100円

○児童文化を学ぼう会
～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・折り紙な
　どを学び合い、子どもたちに届けよう～
�日時／4月25日（水）19：00～20：30
�参加費／ 300円

�場所／ぴいかぶうのへや「のばら」
（庄司さん宅：船岡中央 2丁目）

■問  おはなしの会ぴいかぶう
  （庄司）、（小塩）

テニス教室開催

太極拳教室

カラオケ愛好会

マルコ第 1土曜日
イトーチェーン船岡店第 2土曜日
Ａコープ槻木店第 3土曜日
イトーチェーン柴田船迫店第 4土曜日
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　船岡駐屯地を一般開放します。夜桜

が楽しめますので、ぜひお越しくださ

い。

�日時／4月13日（金）17：00～20：00
　　　　4月14日（土）09：00～20：00
　　　　4月15日（日）09：00～16：00
※桜の開花状況により、日程を変更する
　場合があります。

　白石川堤の一目千本桜は、残雪の蔵王を背景にした桜並木として、日本さくら名所

百選にも選ばれ、地域の名所になっています。さくら青年会議所では、人力車を使い

桜の魅力を伝える事業を行うことにしました。乗車数に限りはありますが、普段とは

違う目線で桜を楽しんでいただけると思います。乗車を希望される方は、当日船岡駅

北口まで集合してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

�日時／ 4月 15日（日）10：00～ 16：00（整理券配布 9：30、13：00）

�場所／船岡駅北口～白石川堤東側　　�定員／ 乗車人数 20組

�参加費／ 無料

■問  一般社団法人　さくら青年会議所 （大河原大谷字戸ノ内前43-5　2階）
　� 52-6946　� 52-6947　URL：http://www.sakurajc.com/

　E-mail：info@sakurajc.com

　まちづくり委員会委員長　船山泰　

　さまざまなアトラクションを見て、

体験しませんか。

�日時／4月15日（日）9：00～16：00

�内容／記念式典、観閲行進、訓練展

　示、音楽演奏、ジープ・ボート試乗、

　戦車試乗（当日整理券を発行）、模擬

　売店ほかアトラクション多数！

　自由にふらっと気軽に遊びにくる
“屋根のある公園“です（予約は要り
ません）。気軽にお出かけ下さい。10
日はおもちゃ病院も開院します。
�日時／ 4月 10日（火）、17日（火）、
　24日（火）10：00～ 11：45
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル
　柴田店となり）
�対象／0歳児～未就園児を持つ親子
�参加費／無料
�持ち物／おてふき、バスタオル、飲
　み物など
　

　親子でリズム遊び（リトミック）や
手作りおやつでお茶飲みしましょう。
�日時／4月26日（木）10：00～11：45
�場所／槻木生涯学習センター（2階
　和室）
�対象／1歳児～未就園児を持つ親子
�募集人数／親子20組（要申込み、先
　着順）※定員になりしだい締切とします。
�参加費／無料
�持ち物／おてふき、飲み物など

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆ
　るりん　� 080-4178-9374

　薪ストーブの焼却灰から放射能が検出

されたとの報道があります。

　東京電力福島第一原子力発電所の事故

以降、屋外にあった薪は使用しないよう

にお勧めいたします。

　焼却灰は庭や畑にまいたりせず、処分

方法が決まるまでビニール袋などに入れ

人が近寄らない場所に保管してください。

作業する際は、ゴム手袋やマスクなどを

着用し、作業終了後は手洗いを行ってく

ださい。また、側溝や落ち葉などの回収

作業を行う際も同様にしてください。

　処分方法につきましては、後日連絡い

たします。

　焼却灰調査の折、名前を記載しなかっ

た方は直接町民環境課へご連絡ください。
※空間放射線測定につきましては、広報し
　ばた4月号をご覧ください。

■問  町民環境課　� 55-2113

　　

　（注）現在のごみ袋は、11月からすべて使用できな

　　　 くなりますので、計画的に購入をしてください。

　●新しいごみ袋の販売は、10枚単位となります。

子育てひろば“ゆるりん”

＜特別企画＞

ゆるりん『親子ふれあいひろば』

船岡駐屯地イベント情報 ■問  陸上自衛隊船岡駐屯地司令職務室
　� 55-2301

船岡駐屯地桜まつり 船岡駐屯地創立記念日

一般社団法人さくら青年会議所4月事業

「伝えたい桜がある～人力車で行く巨木の染井吉野～」

10月末まで現在のごみ袋を『資源ごみ袋』
として継続して使用できます。

新しいごみ袋は、4種類

　Ｌ（45�）：50円 / 枚
　Ｍ（30�）：40円 / 枚
　Ｓ（20�）：30円 / 枚
ＳＳ（10�）：20円 / 枚

■問  町民環境課　� 55-2113
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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。

槻木体育館
（卓球・バドミントンに限ります）

4月 1 日（日） 9:00 ～ 16:00

4月15 日（日） 9:00 ～ 16:00
入間田テニスコート
4月 8 日（日） 9:00 ～ 16:00

　※行事などにより変更になる場合があります。

体
育
施
設
一
般
開
放
日

  学校体育施設調整会議 
日時／4月18日（水） 19:00～
場所／船岡公民館 
  体育館・野外運動場調整会議 
日時／4月19日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

5
月
分

 お知らせ  　船岡体育館は、改修が必要なこと
から当分の間「使用休止」となっております。

■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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

4月 3 日（火）飯渕　紀子

生　　活
4月10日（火）関根　朝成

4月17日（火）佐藤由美子

4月24日（火）近江　宣男

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい福
祉センター（船岡字中島68）　�58-1771

人権・行政相談
町民相談室（役場1階）10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

4月 4 日（水）渡邊みち子

人　　権
4月11日（水）木島　基子

4月18日（水）大友　勝彦

4月25日（水）桂川　クメ

4月25日（水）手代木文夫行　　政

■問  町民環境課 � 55-2113

消費生活相談
町民環境課9:00～16:00（休日除く）

相　談　日担当相談員相談区分

毎週（火）（水）（金）日下　信子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

 宵祭り
　�日時／ 4月 7日（土）18：00～
　�内容／祈願、演芸、神楽奉納
 本祭り
　�日時／ 4月 8日（土）8：00～
　�内容／祈願、みこし、きやり山車の運行

■問  久須志神社氏子会（渡辺） 

�立候補届出日時／ 4月 16日（月）、17日（火）　8：30～ 17：00
�立候補届出会場／柴田町土地改良区会議室
※第1選挙区（槻木・船迫地区）、第2選挙区（船岡地区）ともに同じ会場での届出となります。

�投票日時／4月 23日（月）　9：00～ 15：00

■問  町選挙管理委員会　� 55-2111

　議会基本条例制定に向け、議員で構成する策定部会において素案づくりに取り組ん

でいます。傍聴希望の方は、直接会場へお越しください。

�会議名／全員協議会「（仮称）柴田町議会基本条例」素案策定部会
�開催日時／ 4月 24日（火）　9:30 ～ 12:00
※以後の開催日程は未定です。

�場所／役場4階　議会委員会室 

■問  議会事務局　� 55-2136

　胃がん検診を申し込まれた方に、各行政区の健康推進員が受診票を配布します。当

日、受診票がないと検診は受けられません。申し込まれた方で、4月10日（火）までに
受診票が届かなかった場合はご連絡ください。
　なお、当日会場での受診票発行はできません。転入などによりお申し込みをしてい

ない方で検診を希望される方は、4月 25日（水）までにお申し込みください。

�受付時間／8：00～ 10：00

～結果通知は個別に郵送します～
　結果通知は、受診者全員に受診してから約1カ月～ 1カ月半後に郵送します。

　大事な結果通知ですので、紛失しないように大切に保管してください。

～精密検査は必ず受けてください～
　町の検診を受けた結果、精密検査が必要と認められた方は、必ず精密検査を受けて

ください。結果通知に記載された場所以外で精密検査を受ける場合は、医師にお渡し

いただく書類を送付しますので、受診する前に必ずご連絡ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

場　　　　　　　　　所実　施　日

船迫生涯学習センター、農村環境改善センター4月 18日（水）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月 19日（木）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月 20日（金）

保健センター、槻木生涯学習センター4月 21日（土）

保健センター4月 23日（月）

船岡生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月 24日（火）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター4月 25日（水）

船迫生涯学習センター、船岡生涯学習センター4月 26日（木）

保健センター、船迫生涯学習センター4月 27日（金）

保健センター、船岡生涯学習センター4月 28日（土）

保健センター5月 1 日（火）

船迫生涯学習センター、槻木生涯学習センター5月 2 日（水）

保健センター5月 7 日（月）

平成24年度久須志神社例大祭
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休日急患当番医（診療時間／9:00～ 17:00）

お子さんの急な発熱やけがなどで、すぐに受診させたほうが良いのか、様子をみても大丈夫なのか、迷ったときは…

プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは局番なしで　�♯ 8000
プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳなどからは　� 022-212-9390

相談時間／毎日　19:00 ～ 23:00宮城県こども夜間安心コール

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

安藤歯科医院
　大河原　� 53-2348

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

さくら内科消化器科
　大河原　� 53-5151

4/1
（日）

川田薬局
　船　岡　� 59-2777

つばさ薬局船岡店
　船　岡　� 58-1065

飯淵歯科医院
　槻　木　� 56-1026

宮上クリニック
　船　岡　� 55-4103

しばた協同クリニック
　船　岡　� 57-2310

8
（日）

すずらん薬局
　船　岡　� 57-1322

村上薬局
　大河原　� 52-4275

としみ歯科クリニック
　大河原　� 52-8143

船岡今野病院
　船　岡　� 54-1034

日下内科医院
　大河原　� 52-1058

15
（日）

仙台調剤大河原西店
　大河原　� 51-4011

船岡調剤薬局
　船　岡　� 58-1189

乾歯科医院
　槻　木　� 56-2766

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

太田内科
　船　岡　� 55-1702

22
（日）

柴田薬局
　槻　木　� 56-3715

ホシ薬局
　大河原　� 52-1127

いのうえ歯科医院
　大河原　� 53-8020

乾医院
　槻　木　� 56-1451

安藤医院
　大河原　� 52-1123

29
（日）

かみまち薬局
　槻　木　� 58-7380

調剤薬局船岡店
　船　岡　� 55-2776

内田歯科医院
　船　岡　� 57-1818

大沼胃腸科外科婦人科
　槻　木　� 56-1441

佐藤内科クリニック
　船　岡　� 54-3755

30
（月）

すずらん薬局
　船　岡　� 57-1322

アイン薬局村田店
　村　田　� 82-1682

さとう歯科医院
　槻　木　� 56-5112

船岡今野病院
　船　岡　� 54-1034

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

5/3
（木）

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

船岡調剤薬局
　船　岡　� 58-1189

榊原歯科医院
　村　田　� 83-2419

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

太田内科
　船　岡　� 55-1702

4
（金）

やすらぎ調剤薬局
　村　田　� 83-6890

後藤歯科医院
　大河原　� 52-2533

善積医院
　村　田　� 83-2172

村田内科クリニック
　村　田　� 83-6061

5
（土）

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

つばさ薬局船岡店
　船　岡　� 58-1065

えんどう歯科医院
　大河原　� 53-2555

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

しばた協同クリニック
　船　岡　� 57-2310

6
（日）

※乳幼児対象の健康診査および相談で、問診票などがある方はあらかじめご記入の上お持ちください
※乳幼児健康診査および相談のときは、ビニール袋をお持ちいただき、災害に備え、会場内ではビニール袋に靴を入れて持ち歩きください
※成人健康相談のある方はご連絡ください　　※上記事業の対象者で風邪気味などの方はご来場をご遠慮ください

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付4/4（水）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 22年 9月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※持ち物：歯ブラシ、タオル

6（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
11（水）

12：45～ 13：15太田先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）12（木）

  9：15～   9：45平成 23年 4月生まれの方1歳お誕生相談（計測、栄養、歯みがきなど）13（金）

  9：00～ 13：00食生活が心配な方および家族
食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
 （要予約）

16（月）

  9：30～ 11：30井村先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談（要予約）
17（火）

12：45～ 13：15吉田先生平成 21年 12月生まれの方2歳児歯科健康診査　※持ち物：歯ブラシ、
タオル、調査票（フッ素塗布希望者）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
18（水）

12：45～ 13：15板野先生、玉野井先生平成 20年 10月生まれの方3歳 6か月児健康診査　
※持ち物：歯ブラシ、タオル

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 11月生まれの方4か月児健康診査19（木）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付25（水）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付5/2（水）

  9：00～ 13：00食生活が心配な方および家族
食事相談（糖尿病、肥満、脂質異常など）
（要予約）

7（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付9（水）

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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