
お知らせ版平成25年1月1日

広報しばた・お知らせ版・第714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  問合せ先　  ■予  予約

　東日本大震災により住宅や家財などに
損害を受けた方で、平成24年分の確定申
告で繰越控除を適用する場合は、前年の
確定申告書で計算した繰越損失の金額が
必要になりますので、確定申告書に必要
な書類を加え、平成23年分の確定申告書
の控え（第一表、第二表、第四表）また
は更正通知書を忘れずにお持ちください。
　また、被災した住宅などを修繕した場
合にも、新たに雑損控除が適用できる場
合がありますので、修繕した内容がわか
る書類（見積書、契約書、注文請書、領
収書など）とともに、平成22年分または
平成23年分の雑損控除の申告の際に作
成した「被災した住宅、家財等の損失額
計算書」を忘れずにお持ちください。

■問  大河原税務署　緯52-2202（音声案内
に従い電話機の「２」を押してくださ
い。）

　就労などにより、昼間保護者が留守の家庭の児童を対象に、次の各放課後児童クラ
ブで遊びを主とした健全育成活動を行います。葛対象／町内の小学校に在籍する1～3年生で、昼間保護者が留守となる家庭の児童葛保育料／月額3,000円葛申込方法／申請書に必要な書類（勤務証明など）を添えて、登録を希望する放課後
児童クラブに直接お申し込みください。申請書は、各放課後児童クラブで配布して
いるほか、町ホームページからダウンロードできます。葛申込期間／1月15日（火）～31日（木）葛受付時間／月～金曜日14：00～18：00、
　　　　　　土曜日8：30～12：00

■申 ■問  各放課後児童クラブ

　町民の生命、財産を守る柴田町消防団、
交通指導隊、防犯実動隊、婦人防火クラ
ブ連合会の合同による行進と式典が行わ
れます。沿道での声援、式典の参観をお
願いします。※雨天時は中止になります。
 式典葛日時／1月14日（月）9：45～葛場所／船岡小学校校庭
 分列行進葛日時／1月14日（月）
　　　　9：20～9：40（予定）葛場所／白鳥神社～船岡銀座通り～船
　岡小学校校庭

 サイレンが鳴ります
○1回目 7：00　○2回目 7：20

■問  総務課　緯55-2111　農業委員会の選挙人名簿は、申告制で、毎年1月1日現在における『農業委員会委
員選挙人名簿登載申請書』により調製されます。下記の対象となる方には、申請書を
郵送していますので、忘れずに提出して下さい。葛対象／町内に住所を有する20歳以上（平成5年4月1日以前に生まれた方）で次の
いずれかに該当する方
①　10a以上の農地について、耕作の業務を営む方
②　上記の方の同居の親族またはその配偶者で、おおむね年間60日以上耕作に従事
する方
③　10a以上の農地について、耕作の業務を営む農業生産法人の組合員、社員また
は株主でおおむね年間60日以上耕作に従事する方葛提出期限／1月10日（木）必着葛提出先／郵送または直接、農業委員会事務局へ提出して下さい。

※平成25年度は任期満了による選挙が予定されております。選挙人名簿に登録されていないと、
投票することができません。また、候補者・投票管理者・立会人にもなることができませんの
で忘れずに申請してください。

■申 ■問  農業委員会　緯55-2117、選挙管理委員会　緯55-2111
平成25年度 放課後児童クラブ登録児童募集

『農業委員会委員選挙人名簿登載申請書』の提出を忘れずに
電話番号施　　　設　　　名募集人数
59-3330船岡放課後児童クラブ（船岡小学校内）

各60人
58-7108槻木放課後児童クラブ（槻木小学校内）
58-2637船迫放課後児童クラブ（船迫小学校内）
55-1470東船岡放課後児童クラブ（船岡生涯学習センター内）
52-3703西住放課後児童クラブ（西住公民館内）30人

震災による損失の繰越控除の申告はお早めに

合同出初式
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●常設の子育てひろば“ゆるりん”
　子育て中のパパ、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、飲み物など開催日時・イベント子育てひろば（場所） 毅毎週月・火・水曜日　9：30～12：00、13：00～15：30※お知らせ版12月1日号で年始の休みを1月7日までとしていま　したが、1月6日までの誤りでした。
ゆるりんひろば（イトーチェーン船岡店向かい） 毅1/10㈭、17㈭、24㈭、31㈭　9：30～12：00、13：00～15：30毅おもちゃ病院　1/17㈭　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（新栄集会所） 毅1/25㈮、2/1㈮、3/1㈮　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（槻木生涯学習センター）

移動なかよし広場 ～みんなでなかよく遊びましょう！～■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040

　妊娠は初めての
方、何度か経験し
た方…喜びや楽し
みと共に、それぞ
れ悩みや不安があ
るのではないかと
思います。妊婦さん同士の交流を通して、
健康に妊娠期を過ごせる様に、一緒に体
験をしませんか？葛日時／1月17日（木）9：30～11：40葛受付時間／9：00～9：20葛場所／保健センター　1階葛内容／ママ体験（胎児人形抱っこ体験
など）、妊娠中の食生活（おやつの試食
など）、歯の手入れについて、妊婦生活
についてみんなで語ろう！
　（予約不要です。当日会場にお越しく
ださい。）葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160

　槻木生涯学習センターに子育て支援セン
ターの職員が出向き、楽しく遊びます。葛日時／1月11日（金）9：45～11：30　　葛場所／槻木生涯学習センター　和室葛内容／お正月遊びを楽しもう
※申し込みは不要です。保健師の健康相談もあります。

　葛日時／1月28日（月）①10：00～、②11：00～　　葛場所／子育て支援センター葛講師／宮城わらべうたの会　金子きくえ　氏　葛対象／6カ月未満の第1子限定の親子　　葛募集人数／各5組（計10組）　　葛申込期限／1月23日（水）
　

　柴田町子育て支援ネットワークが支援する3歳児限定の自主サークルです。大
切な3歳児の1年間を仲間と一緒に楽しく過ごしませんか。同年齢のお子さん、
保護者同士のふれあいで「のびのび・いきいき」の子育てを！葛活動場所／子育て支援センター葛内容／サークルを構成するメンバーの話し合いで決めます。（例：季節行事や親
子での楽しい遊び、交通安全教室、消防教室など　月2回程度）葛対象／平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれのお子さんと保護者葛募集人数／30組程度　　葛参加費／無料（一部実費負担あり）葛申込期限／1月31日（木）

○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。葛日時／1月10日、17日、24日、31
日の木曜日　15：30～17：00

※おはなしタイム16：00～16：30葛参加費／無料○宮沢賢治の作品を　読み合う会葛日時／1月17日（木）13：30～15：30葛参加費／100円○児童文化を学ぼう会～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・折り紙などを学びあい、子どもたちに届けよう～葛日時／1月23日（水）19：00～20：30葛参加費／300円葛場所／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）

初めてのあかちゃん講座～金子さんと一緒にわらべうたで遊びましょう♪～3歳児まなびサークルメンバー募集！
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企画展「小室達作品展」

芸術鑑賞会「弦楽四重奏」葛日時／1月20日（日） 13：30～葛場所／槻木生涯学習センター葛演奏者／仙台フィルハーモニー管弦楽団葛対象／町民　　葛入場料／無料
 入場整理券の配布について
　先着300人に入場整理券を配布します。葛配布日時／1月8日（火）～18日（金）
　9：00～17：00（日曜日、祝日、休館日
を除く。）葛配布場所／槻木生涯学習センター

※配布は1人につき2枚までとなります。

■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997
　小室達は、柴田町入間田出身で、伊
達政宗公騎馬像の作者として有名な彫
刻家です。小室達のこれまであまり知
られていない作品を中心に紹介します。葛展示期限／1月31日（木）葛開館時間／9：00～16：30※入場無料。
　今年の桜まつり期間中に郷土館を利
用して、作品を展示発表する方（団体）
を募集します。運営は参加団体の代表
者による実行委員会にて行いますので、
下記実行委員会に代表者のご参加をお
願いします。葛申込期限／1月10日（木）葛実行委員会／1月19日（土）13：30葛場所／しばたの郷土館　体験学習室
　郷土館には、作品展示会場に適した
ホールがあり、盆栽展や書道展などにご
利用いただいています。なかよし仲間の
ミニ展示会などにぜひご利用ください。
（例）多目的ホール99.73㎡
　9：00～21：00（終日）
　使用料3,570円/日葛日時／1月19日（土）9：30～11：00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。葛対象／小学4年生以上　葛参加費／400円葛協力・指導／柴田町トンボ玉愛好会

○大規模災害に備える研修会～今　私たちにできること～
　「3.11　東日本大震災」から間もなく2年を迎えます。被災地では、現在も復興へ向
けて地域一丸となって取り組んでいます。いつ起こるかわからない災害に備えるため
に、町民だれもが参加できる研修会を開催します。葛日時／2月3日（日）13：00～16：15　　葛場所／地域福祉センター葛内容／ 第1部　活動報告「3．11の活動からみえてきたこと」

　　　　　　　　　・仙台大学　・みやぎ県南医療生活協同組合
 第2部　基調講演　「震災の教訓から、今　私たちにできること」
　　　　 講師：石巻市社会福祉協議会　災害復興支援対策課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　由紀　氏葛対象／どなたでも参加できます。

※申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
※送迎バスを運行いたします。（役場12：15発　槻木生涯学習センター12：30発）
　○親子でリズムあそびをしよう～おいしいごちそう　なあに～
　早春に杉の子福祉コーラスと一緒に親子で楽しみましょう。葛日時／2月26日（火）、27日（水）10：30～11：30葛場所／地域福祉センター　　葛内容／リトミック・コーラス・音楽劇など葛対象／未就学児と保護者　　葛定員／各30組　　葛参加費／社協会員　無料、非社協会員　300円葛申込期限／2月8日（金）　※定員になり次第締め切ります。
　○子育てサロン「きらら」「みるく」
　子どもとおかあさんが集い、みんなで楽しく遊んだりお母さん同士が交流するひろ
ばです。時間内の出入りは自由です。「きらら」　葛日時／1月11日（金）、25日（金）10：00～12：00
　　　　　　※「ハンド・アロママッサージ」が体験できます。
　　　　　葛場所／地域福祉センター（船岡字中島68）　　葛参加費／無料「みるく」　葛日時／1月18日（金）10：00～11：45
　　　　　葛場所／多機能型地域ケアホームつきのき（槻木上町1丁目1-32）　
　　　　　葛参加費／無料
　12月のミニクリスマス作品展では、多くの方からご協力いただきありがとうご
ざいました。ゆる．ぷらではこれからも季節にちなんだ企画展を開催しますので、
今後もよろしくお願いいたします。槻木囲碁将棋教室からのお知らせ
　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。
なお、小学生は保護者の付き添いをお願いします。葛日時／1月10日（木）、19日（土）10：00～葛参加費／無料　※申し込み不要。サロン口笛コンサートのご案内
　船迫生涯学習センターの口笛教室の皆さんによる演奏です。入場は無料ですの
で、皆さんのお越しをお待ちしております。葛日時／1月13日（日）13：30～14：00　※申し込み不要。
■開館時間／10：00～18：00
■1月の休館日／1日～3日、7日、15日、21日、28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@ji.jet.ne.jp

さくら回廊作品出展者募集

1月のトンボ玉体験会

作品発表に最適な空間
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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 1月 8日㈫関根　朝成生　　活 1月15日㈫佐藤由美子 1月22日㈫近江　宣男 1月29日㈫鈴木　照雄 2月 5日㈫関根　朝成
■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（1階）10：00〜15：00相　談　日担当相談委員相談区分 1月 9日㈬木島　基子人　　権 1月16日㈬渡邊みち子 1月23日㈬大友　勝彦 1月30日㈬木島　基子 1月30日㈬大宮　照夫行　　政
■問  町民環境課　☎55-2113消費生活相談
町民環境課9:00〜16:00（祝・休日除く）相　談　日担当相談員相談区分 毎週㈫㈬㈮日下　信子消費生活
■問  町民環境課　☎55-2113家庭児童相談
子ども家庭課9:00〜16:00（祝・休日除く）
■問  子ども家庭課　☎55-2115

相　談　日相談区分 毎週㈪㈫㈭家庭児童

　ごみの有料化がスタートし、ごみの分
別収集による減量化を進めていますが、
まだ十分に徹底されていません。
　「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、「もやせるごみ」と
「もやせないごみ」は黄色のレジ袋タイプ、
「ビン・缶類」「ペットボトル」「容器包装
プラスチック」などの「資源ごみ」は透
明な袋に赤文字で資源ごみと印刷されて
いるレジ袋タイプの新しい指定ごみ袋で
集積所へ出していただきますようお願い
します。
　また、「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。
　ごみを新しい指定ごみ袋以外で集積所
に出された場合は回収されません。

■問  町民環境課　緯55-2113 　20歳を迎えると、さまざまな権利とともに義務も生まれます。国民年金に加入すること
もそのひとつです。
　皆さんの中には、「年金なんて先のことだから関係ない。」と思っている方はいませんか。
　国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までのすべての方が加入し、老後の所得
保障だけでなく、障害や死亡といった不慮の事故などにより、私たちの生活の安定が損な
われることのないよう、みんなで保険料を出し合いお互いを支え合う制度です。
　また、少子高齢化が進み現役世代の負担が年々増加していますが、基礎年金の半分は国
庫負担で賄われているため、現在20歳の方も納付した保険料以上の年金が受け取れます。
ただし、加入の手続きや保険料の納め忘れがあると年金が受け取れないこともありますの
で、「あのときに」と後悔する前に必ず国民年金の加入手続きを取りましょう。
　なお、学生の方や収入が少なく保険料の納付が困難な方の場合は、「学生納付特例」や
「若年者納付猶予」など保険料の支払いを猶予する制度がありますので、国民年金の加入手
続きと併せて申請してください。

■申 ■問  大河原年金事務所　緯51-3113、健康推進課　緯55-2114
　ご相談やお悩みをワンストップで解決。ちょっとしたことでも「生活なんでも相談」
としてご活用ください。相談は無料で、個人情報などは固く守られます。葛相談内容／労働・介護・金融・法律・クレサラ・生活保障などの相談葛相談方法／電話、メール、来訪　　葛受付時間／平日10：00～16：00（Ｅメールは24時間）
■問  ライフサポートみやぎ  緯0120-980-629  Ｅメール:sapout-miyagi@nifty.com
　〒980-0014  仙台市青葉区本町2丁目12-7 ハーネル仙台7階

　歌人の石川啄木が明治40年春、北海道に渡り文芸活動を始めた頃、生活や就職を援
助した吉野白村と島貫政治の出身地が柴田町（当時・船岡村）という縁で、平成15年
2月に船岡駅の1番ホームに啄木の歌碑を建造し、柴田啄木会が発足しました。
　それから、10年が経過することを記念して、短歌を募集します。葛作品／短歌1首（自由題）　　葛対象／町内の小中学生　　葛投稿料／無料葛申込方法／作品に住所、氏名、電話番号、学校名、学年を明記して事務局あてに送付してください。葛申込期限／1月15日（火）
■申 ■問  柴田啄木会事務局（平井）　〒989-1601船岡中央3丁目

葛日時／1月19日（土）13：00～16：00葛場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）葛内容／相続、遺言、成年後見制度など
民事上の権利義務、家庭内の法律問題

※行政書士には守秘義務があり、あなたの秘
密は守られます。
※事前に電話をいただけると待ち時間も少な
くご相談いただけます。葛次回相談日時／1月26日（土）13：00～
16：00葛場所／佐々木行政法務事務所（村田町
大字村田字町49）
■問  福島行政事務所　緯0224-63-5779 　「法テラス山元」では、弁護士による出

張無料法律相談会を開催します。法的ト
ラブル（二重ローン、原発の損害賠償、
相続・労働・家族間の問題など）につい
て弁護士に相談してみませんか？
※相談は事前予約制です。葛日時／1月22日（火）13：00～15：30葛場所／柴田町役場1階　町民相談室葛予約受付時間／9：00～17：00（土・日
曜日、祝日を除く。）

■申 ■問  法テラス山元　緯050-3383-0213
柴田啄木会 発足10周年記念　小・中学生の短歌募集
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さぁ、今こそ英語「再入門」講座

　明治・大正・昭和を通して歌人として活躍した大和町宮床生まれの女流歌人原阿佐緒。
大和町では、これらの功績を顕彰するため原阿佐緒賞を制定し、優れた歌に賞を贈り
ます。葛募集内容／短歌形式（内容は自由）葛応募規定／専用の応募用紙に住所、氏名、年齢、学校名・学年、電話番号を明記、
未発表の短歌一人二首まで（原稿用紙でも可）。葛賞の種類／○一般の部：原阿佐緒賞1点、優秀賞5点
　　　　　　○青少年の部：優秀賞1点、奨励賞10点、特別賞5点葛出詠料／1,000円（中・高校生は無料）　　葛募集期限／1月31日（木）　※当日消印有効
■問  原阿佐緒記念館（原阿佐緒賞係）　緯022-346-2925
　〒981-3624大和町宮床字八坊原19-2

　「むかし勉強したのに～」「もう一度英
語に触れたい」と思いの方、参加しませ
んか。堅苦しい英語教室ではなく、絵本
や童話によるやさしくたのしい英語再入
門講座です。葛日時／1月19日（土）、2月16日（土）、3
月16日（土）13：00～（計3回）葛場所／船迫生涯学習センター葛対象／大人から子どもまで（男女問わ
ず）葛定員／20人　葛参加費／無料葛準備物／筆記用具など　葛講師／小澤俊郎氏　葛申込期限／1月10日（木）
■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011　茶道には普段の生活に生かしたくなる

ような立ち居振る舞いがたくさんありま
す。また、「もてなす心」と「思いやる心」
が交じり合う「茶の湯」に触れることに
より、和室での美しい所作と和の心を身
に付けます。最終日は、しばたの郷土館
「如心庵」で本格的なお茶会を実施します。葛日時／1月26日、2月2日・9日の土
曜日　13：00～15：00（計3回）葛場所／船迫生涯学習センター・しばた
の郷土館「如心庵」葛講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）葛対象／町内成人　　葛定員／15人葛参加費／実費（お茶・菓子代3回分で
2,100円）葛申込期限／1月12日（土）
■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011
葛日時／申込者に後ほど文書にて通知します。葛配布樹木／キンモクセイ（80cm程度）葛対象／平成24年1月1日から12月31日までに住宅を新築し居住されている方（増
改築・賃貸家・アパート・事務所を除きます）。葛申込方法／電話または、はがき（新築した住宅の住所・氏名・電話番号を記入）に
よりお申し込みください。葛申込期限／1月31日（木）

　※はがきの場合、当日消印有効

■申  柴田町緑化推進委員会（農政課内）　緯55-2122
　〒989-1692　船岡中央2丁目3-45和を学ぶ・普段着のお茶教室

第14回原阿佐緒賞短歌募集
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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）1月 6日㈰9：00～16：00 1月20日㈰9：00～16：00 　入間田テニスコート 1月13日㈰9：00～16：00 ※行事等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1月22日（火）19：00船迫生涯学習センター  体育館・野外運動場調整会議1月24日（木）19：00 船迫生涯学習センター2 
月 
分お知らせ　町民体育館解体工事により駐車場の台数が減少になるため、しばらくの間、調整会議の会場が変更となりますので、ご注意ください。
　■問  スポーツ振興室　☎55-2030

葛営業時間／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）葛無料開放／1月20日（日）毎月第3日曜日　　葛祝日営業／1月14日（月）  11：00～19：00（施設利用時間11：00～18：45）葛年始／1月3日まで休館　　　葛終日貸切／1月13日（日）宮城県選手権大会（水球）　　　　　／1月26日（土）・27日（日）全国ジュニアオリンピック東北地区予選大会（水球）○…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 火曜日、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

仙南総合プール日程表（平成25年1月分） 31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　日・曜日区分　　　　 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土金木水火 ☆休館日☆☆休館日休館日☆☆休館日☆☆☆☆☆☆休館日☆☆休館日☆☆☆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

　環境問題やごみ削減を実践している柴
田町エコライフ推進会議が中心となり、
「エコ」をわかりやすく、楽しく、町全体
に広めることを目指して開催します。葛日時／2月2日（土）13：30～15：00葛場所／槻木生涯学習センター葛演題／究極のエコ料理・エコライフ葛講師／南極料理人　西村　淳　氏葛主催／柴田町エコライフ推進会議、柴
田町

■問  町民環境課　緯55-2113 業業業業業業業業業業業業業業者者者者者者者者者者者者者者登登登登登登登登登登登登登登業者登録録録録録録録録録録録録録録録ががががががががががががががが必必必必必必必必必必必必必必要要要要要要要要要要要要要要必要でででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすです

　乳がん検診を1月9日（水）から実施し
ます。
　お申し込みいただいた方には、12月に
受診票を配布しています。
　当日会場での申し込みはできません。
乳がん検診を希望される方は1月28日
（月）まで、健康推進課にお申し込み下さ
い。葛対象／町内に住所を有する30～39歳
の女性、40歳以上で奇数年齢の女性
（年齢は平成25年3月31日現在）

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
　柴田町の工事や委託、物品販売・役務提供などで入札や見積りに参加する場合は2
年ごとに業者登録が必要です。平成25・26年度の登録を受け付けしますので、指定の
様式で登録してください。
※指定様式は、町ホームページからダウンロードできるほか、財政課で配布いたします。葛受付期間／1月28日（月）～2月8日（金）　※土・日曜日、祝日を除く葛受付時間／9：00～11：30、13：30～16：00葛受付場所／柴田町役場2階　第2会議室葛有効期間／平成25年4月1日～平成27年3月31日
■申 ■問  財政課　緯55-2278
　町では今年度、満60歳となる方が持っ
ている知識や経験を地域活動に生かして
いただくため、地域デビュー事業「20歳
×3」を実施します。葛日時／2月2日（土）10：00～15：00葛場所／船迫生涯学習センター葛内容／3回目の成人式、ちょっとした
ボランティアのすすめ、健康チェック葛募集人員／30人葛参加費／500円（郷土料理材料代）

※満60歳となる方（昭和27年4月2日から
昭和28年4月1日までに生まれた方）葛申込期限／1月22日（火）
■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135 葛場所／船岡字川端地区（白石川右岸大

河原町境）葛募集区画数／1区画（約50坪）葛応募条件／耕作者は、河川敷の美化と
環境保全を目的としたボランティア活
動を年5回程度行うことが条件になり
ます。葛使用料／無料葛申込期間／1月7日（月）～28日（月）

※応募多数の場合は、抽選により決定します。

■申 ■問  都市建設課
　緯55-2121平成24年度

柴田町環境広場「講演会」

今年度60歳を迎えるあなたへ「地域デビュー」してみませんか 白石川河川敷　　　　「ふれあい農園」
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（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：12月11日（火）】
測定値測定値
0.10船岡生涯学習センター0.09柴田町役場

0.08船迫生涯学習センター0.08槻木生涯学習センター

0.09西住公民館0.09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：12月12日（水）】
測定値測定値測定値
0.11西住小学校0.13船迫小学校0.11船岡小学校

0.08柴田小学校0.12槻木小学校0.16東船岡小学校

0.11槻木中学校0.16船迫中学校0.12船岡中学校

0.07たんぽぽ幼稚園0.15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：12月13日（木）】
測定値測定値測定値
0.10西船迫保育所0.15槻木保育所0.08船岡保育所

0.11西住児童館0.16三名生児童館0.13柴田児童館

※毎週1回測定0.12むつみ学園0.18船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：12月17日（月）】
測定値測定値測定値
0.17剣崎公園0.13白幡児童遊園0.09並松公園

0.10船岡城址公園0.13舘前緑地0.19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：12月10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

（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11月29日はくさい（露地）

※検査は宮城県農林水産部

　白血病などで骨髄移植を希望する患
者さんに対し、より多くの提供者が見
つかるよう骨髄バンクドナー登録にご
協力ください。（要予約）葛日時／1月8日（火）、22日（火）
　　　　9：00～10：00葛場所／県仙南保健所葛対象／○18歳～54歳で、体重が男性
　45kg以上、女性40kg以上の健康な方
　○骨髄提供の内容を理解している方

　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）
※電話での相談は随時行っています。葛日時／1月8日（火）、22日（火）
　　　　13：00～15：00葛場所／ 県仙南保健所
■申 ■問  県仙南保健所疾病対策班
　☎53-3121

骨髄バンクドナー登録にご協力ください

◎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）　☎55-2122

　血液は、人工的に造ることができず、
また、長い期間にわたって保存すること
ができません。そのため、輸血に必要な
血液を十分に確保しておくためには、絶
えず誰かの血液が必要となります。東日
本大震災の影響もあり、沿岸部の事業所
などの協力が難しい状況にあります。安
定した血液の確保をするために、柴田町
内で協力いただける事業所を募集します。
希望される事業所に、宮城県赤十字血液
センター職員が説明に伺います。葛実施時間／1時間当たり10～15人の
受け付けが可能です。葛実施内容／400ml、200ml献血
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160献血に協力していただける事業所を募集します
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※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、予防接種および相談時は、ビニール袋をお持ちください。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。　　※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のご来場はご遠慮ください。

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日
仙台調剤大河原西店
　大河原　☎51-4011

調剤薬局船岡店
　船　岡　☎55-2776

川口歯科医院
　船　岡　☎55-5493

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

佐藤内科クリニック
　船　岡　☎54-3755

1/1
㈫

柴田薬局
　槻　木　☎56-3715

槻木中央薬局
　槻　木　☎56-3169

おたべ歯科クリニック
　槻　木　☎56-1853

乾医院
　槻　木　☎56-1451

玉渕医院
　槻　木　☎56-1012

2
㈬

アイランド薬局
　大河原　☎53-4189

もみの木薬局
　船　岡　☎54-3837

小田部歯科医院
　大河原　☎53-2134

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

村川医院
　船　岡　☎54-2316

3
㈭

カメイ調剤薬局大河原店 
　大河原　☎ 51-3121

もり歯科クリニック
　大河原　☎ 52-1563

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎ 51-5500

町南診療所
　村　田　☎ 83-5503

6
㈰

関谷薬局
　大河原　☎52-2133

村田調剤薬局
　　村田　☎83-5641

後藤歯科医院
　大河原　☎52-2533

高沢外科・胃腸科
　船　岡　☎ 57-1231

山田医院
　村　田　☎ 83-2088

13
㈰

仙台調剤大河原西店
　大河原　☎51-4011

仙台調剤大河原店
　大河原　☎51-4040

榊原歯科医院
　村　田　☎83-2419

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

14
㈪

川田薬局
　船　岡　☎59-2777

つばさ薬局船岡店
　船　岡　☎58-1065

さとう歯科医院
　槻　木　☎56-5112

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

20
㈰

かみまち薬局
　槻　木　☎58-7380

村上薬局
　大河原　☎52-4275

船岡中央歯科医院
　船　岡　☎55-0970

大沼胃腸科外科婦人科
　槻　木　☎56-1441

日下内科医院
　大河原　☎52-1058

27
㈰

ひばり調剤薬局
　大河原　☎52-8686

船岡調剤薬局
　船　岡　☎58-1189

玉野井歯科医院
　船　岡　☎57-1711

大河原整形外科クリニック
　大河原　☎51-1502

太田内科
　船　岡　☎55-1702

2/3
㈰

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／19：00～8：00（毎日）宮城県こども夜間安心コール

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…

休日急患当番医の情報は、パソコンや携帯電話へメール配信サービスを行っていま
す。利用登録は、ml@mm.town.shibata.miyagi.jpへ空メールを送信し、返信され
る登録受付メールの内容に従って手続きをしてください。

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日

  9：00～13：00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）1/7㈪

  9：15～   9：45平成24年1月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）8㈫

12：45～13：15玉渕先生3か月児から5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付9㈬
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付

16㈬
12：45～13：15板野先生、

玉野井先生平成21年7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

  9：00～10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）
18㈮

14：00～16：00鈴木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）

12：45～13：15乾先生平成22年9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）22㈫

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付23㈬
12：45～13：15伊藤先生平成24年8月生まれの方4か月児健康診査24㈭

12：45～13：15中井先生、
大友先生平成23年6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25㈮

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付30㈬

12：45～13：15本多（愛）先生、
佐藤（郁）先生平成23年7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2/1㈮

  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）4㈪

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付6㈬

  9：15～   9：45平成24年2月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）7㈭

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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