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　「子どもの読書活動の推進に関する法律」により、4月 23日は「子ども読書の日」

と定められています。これは、国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理

解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるために設けられ

たものです。

 4/23（月）～ 5/12（土）はこどもの読書週間
　幼少の時から書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、物ご

とを正しく判断する力をつけておくことが、子どもたちにとって

どんなに大切なことか…。子どもに読書を勧めるだけでなく、大

人にとっても子どもの読書の大切さを考えるとき、

それが「こどもの読書週間」です。この機会に、ご

家庭で一緒に読書してみませんか！　きっとドキド

キするような本との出会いがあるかも！

 テレビを消して本を読もう！　
　柴田町では、子どもの読書活動の推進を図るため、平成23年 4月 1日に、5年間

にわたる「第2次柴田町子ども読書活動推進計画」を始めています。また、柴田町子

ども読書推進会議では、引き続き、「ノーテレビ・ノーゲームデー」の推進に取り組ん

でいます。ご家庭でのご理解とご協力をお願いします。せめて、食後の一家だんらん

のひとときでも、ご家族そろって本を読んでみませんか。

■問  生涯学習課　� 55-2135

　税務署、社会保険事務所、役場の名前

をかたり「税金の還付があるので通帳番

号と暗証番号を教えて下さい」と電話が

あり、その後訪ねてきた男にキャッシュ

カードを渡したところ、そのカードを使

い 60万円が引き出される被害がありま

した。

　金融機関や公的機関が自宅へ出向いて、

通帳やキャッシュカードを回収すること

はありません。それは詐欺です。ぜった

いに渡さないでください。

  だまされないためのポイント 
○「キャッシュカードを預かる」と言わ

　れたら「カードは持っていません」と

　答える。

　　困ったときは・・・

　　　一人で悩まず相談しよう！

■問  町民環境課消費生活相談
　� 55-2113

 ≪子育て育児サークルに参加しませんか≫

�開催時間／10：00～ 12：00　　　
※初めての方は、まず、子育て支援センターにお問い合わせください。

■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）� 54-4040

　平成 24年 4月 1日から、下記のとお

りに改定されました。

1．特別障害者手当／月額 26,260 円

2．障害児福祉手当／月額 14,280 円

3．福祉手当（経過措置分）／

　　　　　　　　　  月額 14,280 円

■問  福祉課　� 55-5010

主  な  内  容場　　　所開  催  日サークル名

自由遊び・季節の行事槻木生涯学習センター第 1・3金曜日おっぱいクラブ

自由遊び子育て支援センター毎週火曜日にこにこ

赤ちゃん向け絵本の勉強
会・読み聞かせなど

船迫公民館第 2・4金曜日ぷにぷにBABY’S

季節の行事西住公民館第 1・3金曜日ちょうちょ

自由遊び・季節の行事船迫公民館第 2・4水曜日ポップ

自由遊び・季節の行事子育て支援センター第 2・4木曜日チェリー

高齢者が狙われている！
還付金詐欺、再び急増中！？
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　各行政区の健康推進員が申し込まれた方に受診票を配布します。検診は、町内指定
医療機関での個別検診です。指定検診期間以外は受診できなくなりますので、必ず期
間内に受診してください。できるだけ早めに受診しましょう。受診票が検診月の前月
28日までに届かなかった場合はご連絡ください。
�検診期間／5月～ 11月（行政区を下記の7グループに分けて実施）

　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。

�日時／ 4月 22日（日）

　10：00～ 12：00、13：00～ 16：30

�場所／ヨークベニマル柴田店

�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　� 55-2160

　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）

�日時／ 5月 11日（金）10：00～ 15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所　　�申込期限／4月 27日（金）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　町有害鳥獣駆除隊員（だいだい色の腕

章を付け、鳥獣捕獲許可証を持参）によ

る有害鳥獣駆除を実施します。

�日時／4月29日（日）、5月27日（日）

　（日の出から日の入りまで）

�区域／市街地を除く町内全域

�重点地区／白石川（東北リコー下流域）、

　阿武隈川、農業用ため池

�対象鳥獣／カラス、カルガモなど

�駆除方法／銃器による駆除

■問  農政課　� 55-2122

　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。

�日時／ 5月 2日（水）13：30～ 15：00

�場所／柴田町地域福祉センター

�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

�練習日／毎週火・土曜日の 2日間

�時間／①16:00～17:00  ②17:00～

　18:00 ※①②どちらでも練習可

�場所／大字四日市場字川名沢 182-1

�会費／ 18歳未満 : 月額 1,500 円

　　　 　18歳以上 : 月額 2,500 円

　　　 　入会金 1カ月分

■申 ■問  引地道場（引地）
　

受診票
配布期日指定検診期間対　象　行　政　区グループ

4月28日5月1日～31日7Ｂ、8、11Ｃ、12Ａ、14、23、26、271

5月28日6月1日～30日3、12Ｂ、17Ｂ、22、29Ｄ2

6月28日7月2日～31日6Ａ、6Ｂ、18Ａ、28、29Ａ3

7月28日8月1日～31日7Ａ、11Ｂ、11Ｄ，13、20、25、29Ｂ4

8月28日9月1日～29日5、9Ａ、15、18Ｂ、21、305

9月28日10月1日～31日2、9Ｂ、16、19、24、29Ｃ6

10月28日11月1日～30日1、4、10、11Ａ、17Ａ7

�自己負担料／
左記以外の方町国保加入者・75歳以上の方検  診  名

300円100円大腸がん検診　

400円200円前立腺がん検診

�持ち物／受診票、自己負担料、大腸がん検診は便容器（5日以内の便 2日分）を指
　定医療機関にお持ちください。指定医療機関は受診票にてご確認ください。

～5月 25日まで追加申込を受け付けます～
　申込書の未提出や3月以降の転入などによりお申し込みをされていない方で、受診
をご希望の方は 5月 25日（金）までにお申し込みください。それ以降は指定検診期間
にかかわらず受け付けることができませんので、十分ご注意ください。

検　査　内　容対　象検  診  名

便により大腸内で出血がないかを検査40歳以上の方　　大腸がん検診　

採血により血液中の前立腺特異抗原値を測定50～79歳の男性前立腺がん検診

※対象の年齢は、平成25年 3月 31日現在の年齢です。

～精密検査・再検査は必ず受けてください～
　町の検診を受けた結果は受診した医療機関からお受け取りください。さらに詳しい
検査が必要と認められた方は、町の検診を受けた医療機関にご相談の上、必ず精密検
査または再検査を受けてください。

検　査　内　容対　　象検  診  名

下剤などで腸内をきれいにし、大腸内視鏡で、
大腸の中を直接検査し、ポリープなどが発見
された場合は細胞の検査を実施

便潜血反応検査で陽
性となった方

大腸がん検診
精密検査

前立腺特異抗原値の再検査、前立腺の触診、
超音波検査、前立腺の細胞の検査など、受診
者の状態により専門医が判断し実施

前立腺特異抗原値が
4.01ng/ml以上

前立腺がん検診
再検査

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160
空手道場 引地道場　

有害鳥獣駆除のお知らせ
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　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。

　平成 24年 4月 1日から、下記のとお

りに改定（引下げ）されました。

1. 児童扶養手当
　全額支給／月額　41,430 円

　一部支給／月額　41,420円～9,780円

　加算額／第 2子　5,000 円

　　　　　第3子以降1人につき   3,000円

2. 特別児童扶養手当
　該当児童 1人につき

　　1級／月額　　50,400 円

　　2級／月額　　33,570 円

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　20歳を過ぎると学生の方も国民年金
に加入しなくてはなりません。学生の方
は一般に所得がなく納付が困難なので、
申請により国民年金保険料の納付が猶予
される「学生納付特例制度」が設けられ
ています。申請は年度ごとに行う必要が
ありますので、平成 24年度の申請が必
要です。平成 23年度に学生納付特例に
該当していた方のうち、平成 24年度も
引続き同じ学校に在学予定としていた方
には申請用紙（はがき形式）を送付して
います。
　学生納付特例の申請が遅れると、申請
日前に生じた不慮の事故や病気による障
害について、障害基礎年金を受け取るこ
とができない場合があります。申請書用
紙（はがき形式）は同封の記入例を確認
の上記入し、4月中に提出してください。
（在学証明書や学生証の写しの添付は必
要ありません。）ただし、在学している学
校に変更のある方は、改めて在学の事実
などについて確認する必要があるため、
送付されるはがき形式の申請書で申請す
ることはできません。
　役場の窓口、または、年金事務所にご
相談ください。申請書用紙（はがき形式）
が送付された方で、平成 24年度につい
ては学生納付特例制度を利用せず、保険
料の納付を希望する場合は、納付書を送
付いたしますので、年金事務所にご連絡
ください。

■問  大河原年金事務所　� 51-3113
　健康推進課　� 55-2114

　ギャラリー展示案内　

○現代書道研究会「小さな書」作品展
�テーマ／「復興の春」と題して、数々の書作品を展示します。どうぞご覧下さい。

�展示期間／ 4月 17日（火）～ 29日（日）

○「シャドウボックス」作品展
　同じ絵柄の紙、複数枚をパーツごとに切り抜いて重ね、立体的な絵に仕上げ

たシャドウボックス。繊細で美しい作品の数々を是非ご覧下さい。

�展示期間／ 5月 2日（水）～ 13日（日）

　囲碁将棋教室　　（申し込み不要、参加は無料です。）

�日程／ 4月 21日（土）、5月 3日（木）

�時間／10：00～ 17：00（時間内の出入り自由）

�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます。（小学生は保護者付き添い要）

　サロン口笛コンサート　　（参加は無料です。）

　ご好評いただいている口笛コンサートです。船迫生涯学習センター口笛教室の

皆さんが、フォークソング、ポップス、演歌、アニメソングなどさまざまなジャ

ンルの曲を口笛で奏でます。リクエストも可能な範囲で受け付けます。

�日時／ 5月 13日（日）13:30 ～ 14:00

■問  まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内 )
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

�開館時間／10：00～ 18：00　　
� 4月の休館日／16日、23日（30日は開館します）

開館時間・休館日

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月 16日（月）

平成 23年 3月～ 5月生まれのお子さん4月 24日（火）

平成 23年 6月～ 8月生まれのお子さん4月 26日（木）

平成 23年 9月～ 11月生まれのお子さん5月 9 日（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月 10日（木）

�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カ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
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■申 ■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997
開催日時期　　間参  加  料内　　　　　　　容対象・人数教室名・会場

第 2木曜日
9：30～ 11：30

6月～ 11月
（6回）　

必要経費実費
高齢者が生きがいを持って潤いのある生活を送ることを目
指し、講話や社会見学、体験実習などを学習します。

65歳以上
50人

豊齢者教室
　槻木生涯学習センター

木曜日
13：30～ 15：30

5月～ 3月必要経費実費
「健康で豊かな生活を送るために」をテーマに、気軽に始
められる社交ダンスを学びます。

60歳以上
30人

シルバーダンス教室
　槻木生涯学習センター

第 4金曜日
9：30～ 12：00

5月・6月・9月
（3回）

無　料
庭木の剪定技術を習得します。庭師の技を身につけて、ご
自宅の景観を良くしましょう。

町民
20人

我が家の庭づくり講座
　農村環境改善センター

6 月 15日（金）
9月 21日（金）
9:30 ～ 12:00

6 月・9月
（2回）

無　料
健康で生きがいをを感じられるよう、日常生活に役立つ講
話や軽運動を実習します。

町民
20人

いきいき健康講座
　農村環境改善センター

第 3水曜日
9：30～ 12：00

6月 ･7 月 ･9 月
・11月（4回）

材料費実費
家庭生活において実際に役立つ「技」を身につけます。
◇網戸の張替え◇刃物研ぎなど

町民
15人

とうちゃん・かあちゃん
の技磨き
　槻木生涯学習センター

6 月 9日（土）
9月 8日（土）
9：30～ 12：00

6月・9月
（2回）　

材料費実費
ステンドグラスなど、デザインを考え、さまざまな創作活
動を通して生涯の趣味を見つけます。

町民
20人

地域デビュー・癒しの
創作教室
　槻木生涯学習センター

金曜日
15：00～ 17：00

5月～ 9月
（12回）

13,000 円（大人）　
12,000 円（小学生）

初心者を対象に、日本古来の書について学びます。
小学生以上
30人

書道教室
　農村環境改善センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

7月
（1回）

無　料
ごみ処理施設を見学し、正しいゴミの分別の仕方を学びま
しょう。

小学生と保護者
15組

ゴミの行方を追ってみよう
　槻木生涯学習センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

8月
（1回）

見学実費天文台を見学し、宇宙や天体について学びましょう。
小学生
20人

天文台へ行ってみよう
　槻木生涯学習センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

8月
（1回）

材料費実費
物づくりの楽しさを学び、子ども達の想像力を豊かにしま
す。

小学生
15人

夏休み子ども工作教室
　槻木生涯学習センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

8月
（1回）

材料費実費
地元で採れた野菜を使って、食材を使い切る料理を体験し
ます。

町民
20人

地産地消の料理体験教室
　槻木生涯学習センター

No.1 ■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520
開催日時期　　間参  加  料内　　　　　　　容対象・人数教室名・会場

第 3水曜日
9:30 ～ 11:30
管理作業日有り

5月～ 11月
（7回）

材料費実費
季節の野菜の植え方や土づくり、管理の仕方を学び、成長
や収穫の喜びを実感しながら収穫した野菜や地元の食材な
どを調理して食の安全安心を学習します。

成人
15人

暮らしを楽しむ
野菜づくり
　船岡生涯学習センター

第 1日曜日
9:30 ～ 11:30

6 月～ 11月
（6回）

材料費実費
独身の男女を対象に将来設計についての話を聞いたり、ボ
ウリングや芋煮会などで親睦・交流を深め、地域の良さを
再発見しながら楽しく開催します。

30歳代～ 40歳代
町内の独身
男女各 10人

出会い・ふれ愛教室
　船岡生涯学習センター

第 1木曜日
9:30 ～ 11:30

6 月～ 12月
（7回）

必要経費実費
団塊世代の方を対象に「元気で地域に根差した生活」を送るた
めに健康講話を聞いたり、軽スポーツの体験、視察研修などを
通し地域の方々と親睦・交流しながら楽しく学習します。

成人
25人

団塊世代の元気塾
　船岡生涯学習センター

第 2木曜日
13:30 ～ 15:00

6 月～ 1月
（7回）

運営費 500円
移動研修費実費

「健康で潤いのある生活」を送ることを目指して、健康講
話や社会見学、レクリエーションなどを体験・学習しなが
ら教室生と楽しく親睦交流をおこないます。

65歳以上
35人

いきいき教室
　船岡生涯学習センター

第 4木曜日
13:30 ～ 15:00

6 月～ 11月
（6回）

運営費 500円
生活の中に潤いと趣味を広げるために簡単なレクリエー
ションを行いながらみんなで楽しくフォークダンスを踊っ
てみませんか。

成人
15人

レクリエーションと
フォークダンスを楽しもう
　船岡生涯学習センター

　初心者大歓迎です！　新しい自分と出会ってみませんか。お申し込みは、各施設直接または電話でお願いします。そ
の際には、住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。
�申込期間／4月 17日（火）～28日（土）　　�受付時間／9：00～ 17：00　（※日曜日、月曜日は受付できません。）
※定員になり次第締め切ります。事情により内容などが変更となる場合があります。
※下半期 (10月～ 3月 )の事業については、9月 1日号のお知らせ版で募集します。
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■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011
開催日時期　　間参  加  料内　　　　　　　容対象・人数教室名・会場

5月 30日（水）
 13:30 ～ 15:30

5 月
（1回）

無　料

毎日手にするリモコン操作を中心に、新しいテレビの楽し
み方を学びます。◇地デジって？◇リモコン基本操作（赤
青黄緑のボタン）◇データ放送を見てみよう◇地デジ？
BS？ CS?（講師：町内家電販売店グループ）

成人
20人

楽しく使おう！
地上デジタル講座
　船迫生涯学習センター

第 4水曜日
9:30 ～ 11:00

5 月～ 2月
（10回）

運営費 1,000 円
移動研修費実費

一人一人が目標を持って楽しく暮らすことをテーマに、一
緒に学ぶ仲間と講話や社会見学、体操・歌唱コンサートと
いった体験学習を毎回楽しく行います。

65歳以上
100人

高齢者教室（豊齢者教室）
　船迫生涯学習センター

毎週金曜日
15:30 ～ 17:00

5 月～ 3月
（30回）

保険料等 850円

放課後、家でひとり遊びをしている子どもたちに、安全で
楽しい活動場所を設け、異年齢の集団での遊びを体験しな
がら社会性、協調性を育てていきます。（協力：仙台大学レ
クリエーション部）

児童クラブに登
録していない船
迫小学区の小学
生 20人　　　

子ども広場
　船迫生涯学習センター

第 1・第 3土曜日
14:00 ～ 16:00

5 月～ 10月
（9回）

無　料
(資料代実費 )

「抱きしめたい」「レットイットビー」など団塊の世代ばか
りではなく、世代を越えて愛唱されているビートルズメロ
ディーを英語で歌ってみませんか。講師は仙台で活動する
コピーバンド「ザ・ビーンズ」のメンバーです。

町民
20人

「ビートルズ」
メロディーを歌おう
　船迫生涯学習センター

第 1・第 3土曜日
10:00 ～ 11:30

5 月～ 10月
（9回）

無　料

だれでも楽しめる口笛。演奏は酸素をたっぷり吸い込む腹式
呼吸で心肺機能を優しく向上させ、また、口笛を吹けば顔の筋
肉も鍛えられ、しわやたるみ予防にも繋がります。心安らぐ音
色、のんびりしたペース。そんな気楽なイメージで口笛を吹い
てみませんか。（講師：口笛奏者　磯木恒憲 氏）

町民
10人

誰でもふける口笛教室
　船迫生涯学習センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

7月 15日 ･16 日
（1泊 2日）
川崎町

3,000 円

自然に囲まれた中で仲間たちと協力して生活し、目いっぱい遊
ぶ。夜はこぼれてきそうな星空を眺めながらキャンプファイ
ヤー。いろいろなことにチャレンジしながら仲間を思いやる
心を身につけていきます。（テント宿泊、野外炊飯など）

小学 4年生
25人

自然体験キャンプ
　船迫生涯学習センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

7月 14日（土）、
  　21日（土）

無　料
「ゆかた」を、夏のイベントなどに気軽に着こなせるよう、
着付の技術を習得しましょう。（講師：佐藤栄子 氏）

町民
20人

ゆかたを着て
夏祭りに行こう
　船迫生涯学習センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

夏休み実　費
日本伝統の茶道を身近に感じてもらえる「七夕茶会」を夏
休みに開催します。和室での作法を学びながら楽しく体験
してみませんか。（講師：高橋会子 氏）

小学生
夏休み体験茶会
「七夕茶会」
　船迫生涯学習センター

詳細は後日のお
知らせ版に掲載

7月・8月
（午前、午後上映）

無　料
映画館のような大型スクリーンや迫力ある音響を味わい、
周囲の人と一体感を得ることを体験しながら、子どもたち
の情操を育むため上映します。

幼児・児童
（保護者）

夏休みこども映画会
　船迫生涯学習センター

No.2 ■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520
開催日時期　　間参  加  料内　　　　　　　容対象・人数教室名・会場

詳細は後日、お
知らせ版に掲載

7月・8月（1回）
（土曜日午後予定）

材料費実費
手作りの紙飛行を親子で作って大空に飛ばし、楽しく遊ん
でみませんか。

小学生・保護者
10組

紙飛行機を作って
大空に飛ばそう
　船岡生涯学習センター

詳細は後日、お
知らせ版に掲載

9月（1回）
（土曜日午後予定）

材料費実費
「敬老の日」おじいさん、おばあさんに日ごろの感謝の気
持ちを「手作りお菓子」と「メッセージカード」に込めて
プレゼントするために開催します。

小学生・保護者
10組

「敬老の日」
キッズクッキング教室
　船岡生涯学習センター

■申 ■問  しばたの郷土館　� 55-0707
開催日時期　　間参  加  料内　　　　　　　容対象・人数教室名・会場

木曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 10月
（8回）

3,000 円
追加材料費実費

古代のアクセサリー「トンボ玉」づくりを学習します。
町民
10人

トンボ玉づくり体験学習
　しばたの郷土館

金曜日
9:30 ～ 12:00

6 月～ 7月
（8回）

材料費
2,000 円

拓本の採集方法や道具の作り方を学習します。
町民
5人

拓本づくり体験学習
　しばたの郷土館

毎月第 2木曜日
14:00 ～ 16:00

5 月～ 3月無料古文書を使い、解読技術を学びます。
町民
5人

古文書解読ボランティア
養成講座
　しばたの郷土館

毎月第 2土曜日
13:30 ～ 16:00

5 月～ 3月無料
「古文書なんて読めない！」とお思いのあなた。でもじっ
くり見ると読めるものです。自分の目で新しい歴史を見つ
けてみませんか。

町民
5人

古文書に親しむ
　槻木生涯学習センター



お知らせ版●6 第 697号

　介護保険では、制度を健全に運営するために3年ごとに事業計画を策定しており、第1号被保険者（65歳以上の人）の介護保

険料については、その事業計画に基づき基準額が決められます。

　平成24年度から平成26年度までが第5期介護保険事業計画期間となり、第1号被保険者の介護保険料が改定されました。

　今回の改定では保険料月額（基準額）が3,400円から 4,400円に引き上げられ、第3段階と第4段階に保険料の軽減層を設け

ています。

平成24年度から平成26年度までの介護保険料（65歳以上）

平成 24 年度 各種教室生を募集します
　初心者大歓迎です！　新しい自分と出会ってみませんか。お申し込みは、各施設直接または電話でお願いします。その際には、

住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。

�申込期間／ 4月 24日（火）～　　�受付時間／9：00～ 17：00

※定員になり次第締め切ります。事情により内容等が変更となる場合があります。
※今後の予定／ジュニアサッカー教室（小学1年生～小学3年生対象）、ラジオ体操指導者講習会、体力づくり教室（ボクササイズ）

■申 ■問  スポーツ振興室（船岡公民館内）　� 55-2030

開催日時期　間参加料内　　　　　　　　容対象・人数教室名・会場

毎週木曜日
13:00 ～ 14:30

5 月～ 8月
(10 回 )

1,850 円
（保険代）

町民が生涯にわたりスポーツに親しみ、健康で明るく豊か
な生活が送れることを目標に、今年は初心者エアロビクス
とバランスボールを取り入れた肉体改造教室です。

町民 25人体力づくり教室
　船迫公民館

毎週水曜日
① 9:30 ～ 10:45  
② 10:45 ～ 12:00
①、②交互に実施  

5 月～ 10月
（16回）

1,850 円
（保険代）

水中で有酸素運動を行い、体のつらい部分の機能回復や心
肺機能の向上を目的に実施します。
　○アクアビクス　　○アクアエクササイズ

町民 100人
　（1班 50人  
 　 2 班 50人）

水中トレーニング教室
　仙南総合プール

 現在介護（予防）サービスを受けている方へ
　平成24年 4月から介護保険のサービス（時間、介護報酬単価など）が変わりました。現在介護（予防）サービスを利用してい

る方は、介護サービス事業者のサービス内容に変更がありますので、ケアプラン作成の際に担当ケアマネジャーにお問い合わせい

ただき、十分な協議のうえケアプランを作成していただきますようお願いします。

■問  福祉課　� 55-2159

保険料率介護保険料額（年額）対　　　　象　　　　者段　階

基準額× 0.5
26,400 円

（2,200 円 / 月）
生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受
給している人

第 1段階

基準額× 0.5
26,400 円

（2,200 円 / 月）
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計額が 80万円以下の人

第 2段階

基準額× 0.65
（今年度より新たに
設定した軽減層）

34,320 円
（2,860 円 / 月）

世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計額が 80万円を超え 120万円以下の人

第 3段階

基準額× 0.75
39,600 円

（3,300 円 / 月）
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収
入額の合計額が 120万円を超える人

基準額× 0.85
44,880 円

（3,740 円 / 月）

世帯内に市町村民税が課税されている人がいる場合で、本人が市町村民税
非課税でかつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円以
下の人

第 4段階

基準額
52,800 円

（4,400 円 / 月）

世帯内に市町村民税が課税されている人がいる場合で、本人が市町村民税
非課税でかつ前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円を
超える人

基準額× 1.25
66,000 円

（5,500 円 / 月）
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 190万円未満の人第 5段階

基準額× 1.5
79,200 円

（6,600 円 / 月）
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 190万円以上の人第 6段階
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　太陽の村にある

望遠鏡で、火星、

金星と春の星座を

観望します。ぜひ

ご家族でお越しください。

�日時／4月24日（火）19：00～20：00

�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上

�参加費／無料
※時間内であれば、自由に参加できます。（天
　候不良の場合は中止します。）
※足元が暗いため、懐中電灯をお持ちください。

■問  柴田町星を見る会（豊川）
　

■平成24年 3月 31日付退職者
○菅野敏明（商工観光課）○高橋礼子（槻木事務所）○笠原京子（槻木保育所）○佐々

木啓（学校給食センター）○加藤恵美（船岡生涯学習センター）

■平成24年 4月 1日付異動者　（補佐級以上及び派遣・新規採用者のみ掲載）

【総務課】○課長補佐（みやぎ県南中核病院企業団派遣）・安彦秀昭（上下水道課）○主

査（宮城県派遣）・礒■　稔（税務課）○主事（山元町派遣）・平間隆志（子ども家庭

課）○主事・尾形　透（新採）【まちづくり政策課】○主事・水戸一樹（新採）【財政
課】○課長補佐（総括班長兼財政班長）・相原光男（議会事務局）【税務課】○参事兼

税収納対策監（総括班長兼納税・徴収対策班長）・伊藤良昭（財政課）○課長補佐（町

民税・国民健康保険税班長）・水上祐治（まちづくり政策課）○主事・小形千奈津（新

採）【町民環境課】○兼総括班長・加藤祥子（課長補佐）○課長補佐（環境衛生班長）・

大槻信一（主幹）○主事・平舘　篤（新採）【福祉課】○総括班長兼社会福祉班長・五

十嵐眞祐美（課長補佐）○課長補佐（障害福祉班長）・大友　智（しばたの郷土館）○主

事・岡　秀幸（新採）【子ども家庭課】○課長兼母子生活支援施設長・永井　裕（船岡

生涯学習センター）【船岡保育所】○保育士・黒田菜津美（新採）【槻木保育所】○参

事兼所長・阿部恵子（三名生児童館）【西船迫保育所】○保育士・児玉真澄（新採）

【三名児童館】○館長・瀬戸里惠子（第一幼稚園）【商工観光課】○課長・小池洋一

（教育総務課）【都市建設課】○参事兼災害復興対策監兼総括班長・平間広道（技術補

佐）○参事兼市街地整備対策監兼都市計画班長・加藤秀典（技術補佐）○参事兼車両

センター長・小野宏一（参事兼公共施設管理監）○技術補佐（建設班長）・桑島康明

（上下水道課）○技術補佐（住宅建築班長）・瀬戸　諭（施設管理班長）○技術補佐

（維持管理班長）・沼田廣光（副参事）【槻木事務所】○事務所長・関場孝夫（総務課）

○次長（町民サービス）班長・奥山秀一（税務課）【上下水道課】○技術補佐（水道班

長）・佐々木俊一（農業委員会）○水道副班長・水戸一馬（副参事）○お客さまサービ

ス副班長・笠松孝幸（副参事）○主事・菅野正也（新採）【会計課】○課長補佐（出納

班長）・齋藤良美（生涯学習課）【教育総務課】○課長・笠松洋二（子ども家庭課）【学
校給食センター】○参事兼所長・加藤寿彦（都市建設課）○総務班長・根元信好（副

参事）【第一幼稚園】○副園長・八巻祐子（槻木保育所）【生涯学習課】○生涯学習班

長事務取扱を解く・加茂和弘（課長）○課長補佐（生涯学習班長）・里村聖一（町民環

境課）○主事・村上琢哉（新採）【槻木生涯学習センター】○学習支援班長を解く・大

宮正博（参事兼館長）○副館長（学習支援班長）・舟山恵記（会計課）【船岡生涯学習
センター】○参事兼館長・小笠原幸一（税務課）【しばたの郷土館】○副参事（文化財

副班長）・佐藤　功（町民環境課）【議会事務局】○次長・大川原真一（生涯学習課）

【農業委員会事務局】○次長・佐藤和彦（槻木事務所）

　お知らせ版 4月 1日号の 5ページ「柴

田町スポーツ少年団団員募集」に誤りが

ありました。お詫びして訂正いたします。

団体名

誤）槻木バスケットボール（中学生のみ）

正）槻木バスケットボール（小学生のみ）

■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

　地域の子ども達のために、学校の教育活動や学校行事、学校の環境整備などのサ

ポートをしていただける「学校支援ボランティア」を随時募集しています。

　町内小中学校が必要とする支援要請に応じて、｢できる人が｣、「できるときに」、「で

きること」を支援していただきます。いわば『地域に作られた学校の応援団』です。

資格は特に必要ありません。

「子どもたちのために役に立ちたい」、「子どもたちの笑顔が見たい」という思いがあ

れば始められます。

　地域の子どもたちのために出来ることをぜひ教えてください。

　詳細につきましては、各ご家庭に配布してあるリーフレットをご覧ください。

　また、関心のある方は下記までお問い合わせください。 

　皆さんの温かい支援をお待ちしています。

■問 ■申  生涯学習課　� 55-2135

�期間／4月15日（日）～5月14日（月）

　花見やゴールデンウィークなどの行楽

期には、空き巣ねらいなどの犯罪が多発

する傾向にあります。

　短時間でも家を離れる時は、必ず施錠

し、長期間留守にする場合は、隣近所に

声をかけておきましょう。

�運動の重点／

○街頭犯罪などの抑止対策の推進

○安全で安心できるまちづくり活動の推進

○空巣を中心とした侵入盗犯の防止

○乗り物盗の防止と自転車防犯登録の推進

○少年非行防止と環境浄化活動の推進

○覚せい剤などの薬物乱用防止

○公共の場所における犯罪発生の抑止

○振り込め詐欺などの被害防止活動の推進

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

“はじめてみませんか”学校支援ボランティアを募集します

火星、金星と春の星座を
見つけよう　　　　  

お詫びと訂正
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主な行事日学　校

避難訓練9船岡小学校
� 55-1064 ＰＴＡ奉仕作業12

運動会19

家庭訪問23～30

ＰＴＡ専門委員会8槻木小学校
� 56-1029 歌のつどい11

運動会26

ＰＴＡ奉仕作業6柴田小学校
� 56-1430 避難訓練11

運動会19

心臓病検診（1年）8船迫小学校
� 55-5394 内科検診（2年）9

親子クリーン作戦13

運動会19

歯科検診22

内科検診（3年）23

運動会19西住小学校
� 53-3227 防犯教室24

家庭訪問28～6/1

ＰＴＡ奉仕作業12東船岡小学校
� 55-1811 運動会19

家庭訪問23～29

全体クリーン作戦31

眼科検診8船岡中学校
� 55-1162 内科検診9

生徒会総会11

内科検診14～15

自然体験学習（1年）16～17

心臓病検査28

郡中総体激励会30

家庭訪問7～11槻木中学校
� 56-1331 校外学習（1年）16

生徒会総会23

郡中総体激励会31

尿検査10船迫中学校
� 54-1225 生徒会総会11

ＰＴＡ奉仕作業26

※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：4月 3日（火）】

測定値測定値

0.12船岡生涯学習センター0.11柴田町役場

0.09船迫生涯学習センター0.10槻木生涯学習センター

0.11西住公民館0.12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：4月 4日（水）】

測定値測定値測定値

0.21西住小学校0.18船迫小学校0.14船岡小学校

0.11柴田小学校0.15槻木小学校0.22東船岡小学校

0.15槻木中学校0.20船迫中学校0.15船岡中学校

0.17たんぽぽ幼稚園0.17浄心幼稚園0.23第一幼稚園

※毎週１回測定。私立幼稚園は随時測定0.10熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：4月 5日（木）】　

測定値測定値測定値

0.22西船迫保育所0.18槻木保育所0.25船岡保育所

0.21西住児童館0.19三名生児童館0.16柴田児童館

※毎週１回測定0.14むつみ学園0.20船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：4月 9日（月）】

測定値測定値測定値

0.21剣崎公園0.19白幡児童遊園0.28並松公園

0.13船岡城址公園0.23舘前緑地0.23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100cm／定点測定地、中学校

　　　　　　地表から 50cm／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：4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 0.3）

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

放射線測定値についての参考情報
（単位：μSv/ 回）

放射線量身近な事例

6900胸部Ｘ線コンピュータ断層撮影検査
（ＣＴスキャン）

0600胃のＸ線集団検診（１回の検査）

0200東京からニューヨーク航空機旅行
（往復）

0050胸のＸ線集団検診（１回の検査）

※放射能情報サイトみやぎより

携帯版

　　放射能情報サイトみやぎ
下記の方法で携帯電話でもご利用になれます。

（1）URL を直接入力する
　　  http://www.r-info-miyagi.jp/m/

（2）QRコードを利用できる端末の場
　　 合は、右のQRコ
　　 ードよりアクセス
　　 できます。

　4月に柴田町に転入された方で、暮ら

しの便利帳が必要な方は、役場窓口およ

び槻木事務所の窓口で配布しております

ので、お気軽に申し出ください。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111
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