
お知らせ版平成25年1月15日

広報しばた・お知らせ版・第715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

【1次試験】申込時の提出書類（受験申込書）による選考合格者のみに、2次試験の
日時を通知します。 
【2次試験】葛期日／2月下旬～3月上旬　　葛場所／柴田町役場
【2次試験】葛内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断書審査など
【申込方法】申込用紙に必要事項記入の上、提出してください。申込用紙は、総務課
で配布するほか、町ホームページでダウンロードできます。郵便で請求する場合は、
封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし宛先を明記の上、120円切手
を貼った返信用封筒(A4サイズの入る大きさ)を必ず同封してください。
【受付日時】1月15日（火）～2月8日（金）8：30～17：15
　　　　　　　※土・日曜日、祝日を除く。 ※郵便の場合は、2月8日（金）午後5時必着。

■申 ■問  総務課　緯55-2111　〒989-1692船岡中央2丁目3-45 　経済的な理由により就学困難な学
生・生徒で、向学心に燃える優秀な者
に対して奨学金の貸与を行っています。葛資格／○町内に1年以上住所を有し
ている者の子弟で、高等学校（視覚
支援学校、聴覚支援学校または特別
支援学校の高等部を含む）、高等専
門学校または大学（修業年限2年以
上の専門学校を含む）への進学予定
者および在学者　○学術優秀、品行
方正、身体強健で学費の支払いが困
難であると認められる方葛貸付月額／
　・大学奨学生（私立）　　　24,000円
　・大学奨学生（公立・短大・専門学校）

　　　　　　20,000円
　・高校奨学生　　　　　　10,000円
※入学金などの一時金はありません。葛貸付期間／進学しようとする学校、
または在学する学校の修業年限の終
期まで。償還については、学校など
を卒業してから1年間猶予の後10年
以内にお返しください。葛募集人数／若干名（平成25年5月中
旬開催の選考委員会で決定します。）葛申込期間／2月1日（金）～3月18日（月）

　

　経済的な理由により就学困難な学
生・生徒のうち、向学心に燃える優秀
な者に対して奨学金の貸与を行ってい
ます。より多くの希望者に育英資金を
貸与できるよう、事業目的に賛同し、
一口6,000円以上を寄付してくださる
会員を募集しています。皆さまのご協
力をお願いします。
※家計の急変（収入減少）で奨学金を必要と
する場合、高校生は「高等学校等育英奨
学資金貸付」、大学生は「日本学生支援機
構」において対応しています。在学して
いる学校の奨学金担当へご相談ください。
　
■問  教育総務課　緯55-2134葛対象／次の要件をすべて満たす人で、平成23年3月11日以降離職した人、被災求

職の人、新卒者（高等学校、大学、専門学校など）を優先します。
①柴田町に住所を有する人　②65歳未満の人　③過去に町で雇用された期間があ
り、地方公務員法により雇用できない人を除きます（詳細は、お問い合わせください）葛勤務先／町民環境課　　葛雇用期間／平成25年3月1日～31日葛勤務条件／勤務時間など
　　　　　　・月～金曜日　8：30～17：15（1日7時間45分勤務）月20日程度
　　　　　　・賃金　日額5,813円（時給750円）
　　　　　　・社会保険および雇用保険に加入葛選考方法／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）。葛申込方法／町民環境課へ以下の書類を提出ください。
　　　　　　・市販の履歴書（写真添付）
　　　　　　・離職した人は、就職時の離職票などの写し。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。葛受付日時／1月15日（火）～25日（金）8：30～17：15　※土・日曜日、祝日を除く。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）
■申 ■問  町民環境課　緯55-2113
柴田町職員（保健師）を募集します

受験資格職務内容募集人数職種区分
昭和48年4月2日以降に生まれた
人で、保健師の資格を有する人ま
たは平成25年3月末日までに資格
を取得する見込みの人。

一般的な保
健師業務に
従事　　　

1人程度保健師上　級
（大学卒業程度）

柴田町臨時職員を募集します（震災等緊急雇用対応事業）
応募資格職務内容募集人数職種

パソコン操作（ワード・エクセ
ル）ができ、自動車普通免許を有
する人

町内各所で大気中など
の放射線量の数値を測
定する業務などに従事

1人放射線量　　
数値測定業務

平成25年度育英会奨学生募集

育英会会員募集
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　自宅を訪問してきた人に「消火器の取
り換え時です」と言われて、2万円で購入
した。その後も定期的に訪問されて2カ
月ごとに消火器を買わされ、合計8万円
支払ったという相談が国民生活センター
に寄せられました。
 注意すること
1．一般住宅に消火器の設置義務はあり
ません。また、交換頻度が決められて
いる訳ではありません。

2．「耐用年数が過ぎている」と言われた
ら、使用期限を確認すること。

3．不審な時はきっぱり断ること。
　　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 緯55-2113「消火器の次々販売に注意！」

　町では、降雪量がおおむね10㎝以上に
なった場合に、幹線町道や集落幹線町道
の車道を中心に除雪作業を実施します。
坂道や日陰、交差点などで凍結の恐れが
ある場合には、融雪剤を散布し凍結防止
に努めます。
○除雪作業は昼夜問わず実施しますので、
路上駐車はしないようにしてください。

○除雪車は重機のため、道幅の狭い車道
では通行の妨げになる場合があります。
作業にはご理解をお願いします。

○除雪した雪が宅地前に残ってしまいま
す。各家庭での除雪にご協力ください。

○除雪した雪を道路に出さないようにし
てください。

■問  都市建設課　緯55-2120
　この事業は、保護者の就労、冠婚葬祭などで家庭保育が困難な場合に、一時的保育
を提供する有料サービスです。リフレッシュでも利用できます。葛実施施設／
　葛対象／幼稚園や保育所などに入園していない満10カ月～小学校就学前の児童葛利用日時／月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8：30～15：30葛利用金額／一人あたり日額1,100円（給食費別途負担）葛申込方法／申請書に必要事項を記入の上、希望する施設へ直接お申し込みください。
申請書は、1月15日（火）から上記施設で配布するほか、町ホームページでダウン
ロードできます。葛申込期間／2月1日（金）～12日（火）8：30～17：00　※土・日曜日、祝日を除く。
■申 ■問  上記の各施設

　最近、下水道を使用しているお宅を訪
問し「役場（のほう）から（依頼されて）
来ました」といって、宅内排水設備の点
検・清掃を強引に迫る業者が町内を回っ
ているという情報が上下水道課へ寄せら
れています。町が各家庭で管理する排水
設備の清掃を業者に委託することはあり
ません。このような業者が訪問した際に
は、直ちに上下水道課へご連絡ください。

■問  上下水道課　緯55-2118 　住民同士がふれあいを深めるための取組みやユニークなイベントの開催など、あな
たのひらめき、工夫や行動をまちづくりへ活かしませんか。葛提案の種類／
　葛基本テーマ／「みんなで育てる　笑顔輝く　元気なまち」
提案例毅地域資源の発掘、地域のお祭り・イベントの開催など（ふれあい、にぎわい）
　　　毅防犯活動、危険個所対策、交通安全活動など（安全、安心）
　　　毅子育て支援活動、父親・母親教室の開催など（子育て）葛提案できる方／毅町内に住所を有する方、または町内へ通勤・通学している方
　　　　　　　　毅町内の地域コミュニティ団体、住民活動団体および事業者葛応募方法／提案用紙に記入の上、提出してください。提案用紙は、まちづくり推進
センター、まちづくり政策課で配布するほか、町ホームページでダウンロードでき
ます。葛募集期間／1月16日（水）～2月17日（日）

※詳しくは、まちづくり推進センターへお気軽にご相談ください。
■申  まちづくり推進センター（火～日曜日、10：00～18：00）
　 まちづくり政策課（月～金曜日、8：30～17：15）
■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

平成25年度登録児童募集柴田町ゆとりの育児支援事業

皆さんのアイディアとパワーで町を元気にしよう！平成24年度（第3回）まちづくり提案制度  提案募集

～助産師・看護師、臨床検査技師、薬剤師の募集をします～葛職種、採用人数／助産師・看護師　20人程度、臨床検査技師　若干名、
　　　　　　　　　薬剤師　1人葛試験日／2月2日（土）　葛受付期限／1月23日（水）　葛受付時間／平日8：30～17：00　　　　　　※詳しくは、お問い合わせください。

電話番号住　　　所施　設　名 緯55-1253船岡新栄2丁目18-1船岡保育所 緯57-1387西船迫2丁目5-29西船迫保育所

身近な資源を活かしたユニークなアイディアを募集します。意見提案
提案者、町、町民の皆さんとの協働で地域の課題を解決するための実践
活動を募集します。実践提案
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○次の方は税務署で申告をしてください。
①東日本大震災による雑損控除の申告がある方
　東日本大震災による雑損控除を受ける方で、事前に税務署や役場で損失額の計算
書を作成していない方、雑損失の繰り越しを申告していない方は、税務署で申告相
談をしてください。
②土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方
　土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、税務署で所得申告と併せて申告
をしてください。
③消費税の申告がある方
　平成22年分で事業収入があり、売上が1,000万円を超える方は消費税の申告も必
要となります。必要書類をお持ちの上、税務署で所得申告と併せて申告してくださ
い。町では、消費税の申告は受け付けしていません。

○農業所得のある方
　「農業者戸別所得補償制度」により交付金を受給された方は、農林水産省（東北農政
局）から郵送された「戸別所得補償交付金の交付決定通知書」、または振込額が分かる
預金通帳を所得申告相談にお持ちください。

○全く収入がなかった方は？
　同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。
※誰の扶養にもなっていない方や、別居している方の扶養になっている方は、簡易申告書(1月中
旬に配布する｢平成25年度町民税・県民税所得申告相談のご案内｣の裏面にあります)を提出し
てください。

○公的年金のほかに収入がない方は？
　下記に該当する方は、申告の必要はありません。

　 ～～～～～～～～～～ 平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成 22222222224444444444年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度かかかかかかかかかからららららららららら適適適適適適適適適適用用用用用用用用用用さささささささささされれれれれれれれれれてててててててててていいいいいいいいいいるるるるるるるるるる個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人住住住住住住住住住住民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税のののののののののの税税税税税税税税税税制制制制制制制制制制～ 平成24年度から適用されている個人住民税の税制 ～～～～～～～～～～～
○扶養控除の見直し
　平成24年度以後の住民税について、16歳未満の扶養控除（33万円）と16歳以上
19歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止になっています。　葛扶養控除改正の内容／◎詳しくは、1月中旬に各世帯に配布する「平成25年度町民税・県民税所得申告

相談のご案内」をご覧ください。

年金収入金額年　　　齢
153万円以下65歳以上（昭和23年1月1日以前生まれ）
103万円以下65歳未満（昭和23年1月2日以後生まれ）

平成24年度からの控除額平成23年度までの控除額控除対象扶養親族の年齢
廃止33万円16歳未満
33万円

（上乗せ分12万円廃止）45万円16歳以上19歳未満

45万円（変更なし）19歳以上23歳未満

町民税・県民税 
所得申告相談日程表場　所対象行政区相談日

農村環境改善センター
23区、25区2/4㈪ 21区、22区、27区5㈫
24区、26区6㈬

槻木生涯学習センター3階研修室

17Ｂ区7㈭ 17Ａ区8㈮ 18Ａ区、18Ｂ区12㈫
14区、20区13㈬ 15区、19区14㈭ 13区15㈮ 16区18㈪ 28区19㈫

保健センター4階軽運動場

5区、8区20㈬ 30区21㈭ 6Ａ区・6Ｂ区22㈮ 29Ｂ区25㈪ 10区26㈫ 29Ｄ区27㈬ 29Ａ区28㈭ 29Ｃ区3/1㈮ 12Ａ区（中名生）12Ｂ区4㈪
12Ａ区（下名生）5㈫ 11Ａ区、11Ｄ区6㈬
11Ｂ区7㈭ 11Ｃ区8㈮ 9Ａ区・9Ｂ区11㈪ 7Ａ区・7Ｂ区12㈫ 3区13㈬ 1区・2区14㈭ 4区15㈮
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　町では、皆さんの健康管理の一環として、毎年がん検診などを実施しています。1月中旬以降に各地区の健康推進員がご自
宅に「がん検診等の申込書（平成25年度実施分）」を配布します。がん検診などの受診希望の有無について、申込書を1月31
日（木）までに提出してください。平成24年11月以降に転入された方などに申込書が配布されない場合があります。1月24日
（木）までに申込書が届かない場合はご連絡ください。申込書は世帯ごとの様式になっています。葛申込方法／申込用紙の受診を希望する検診項目に「 ○ 」を、受診を希望しない検診項目に「 × 」を記入の上、役場提出用 のマル バツ

用紙を提出してください。年齢などの要件により、対象外となる項目は「外」と印字されています。対象外の項目は申し込
みできません。葛提出方法／①各行政区の健康推進員へ提出　②健康推進課または槻木事務所へ直接提出　③郵送（切手不要の返信用封筒を同封）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160　インフルエンザは、のどの痛みや鼻水、咳などの風邪症状のほかに、38℃ 以上の発熱や頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感などの
全身症状が突然現れるのが特徴です。持病をお持ちの方や高齢者、妊婦、乳幼児など抵抗力の弱い方は重症化することがある
ので、十分な注意が必要です。できるだけかからないように予防し、かかったら他の人にうつさないように気をつけましょう。
 感染予防のポイント
①手洗い、うがいを習慣にしましょう。
　手洗いは石けんを使って15秒以上行いましょう。
②咳エチケットを守りましょう。
　咳・くしゃみなどの症状のある方は、マスク（不織布製）をしましょう。
　咳・くしゃみの際はティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。
　咳・くしゃみを押さえた手、鼻をかんだ手はすぐに洗いましょう。
③感染しにくい体の状態を保ちましょう。
　バランスのとれた食事、十分な睡眠と規則的な生活を心がけましょう。

※対象の年齢は、平成26年3月31日現在です。　※基本健康診査の申し込み受け付けは、8月以降に行います。
※対象が限定される上記以外の健診などは、事前に各対象者へ通知します。

検診時期など
（予定）

自己負担料
（予定）対　　象検　診　内　容検  診  名

4～5月
集団検診1,500円40歳以上の方胃部レントゲン撮影（バリウム）胃がん検診

5～11月のうち
1カ月間（行政区ごと）
医療機関

0,300円40歳以上の方便潜血反応検査（2日分）大腸がん検診

0,400円50～79歳の男性前立腺特異抗原検査（採血）前立腺がん検診

6～7月
医療機関

2,100円20歳以上の女性内診、細胞診頸部（けいぶ)
子宮がん検診

2,100円20歳以上の女性　※条件該当者のみ。細胞診体部

8～9月
集団検診

無　料65歳以上の方
　※肺がん検診も兼ねて受けられます。胸部レントゲン間接撮影結核検診

0,400円40歳以上の方　※65歳以上は結核検診も兼
ねて受けられます。（無料）胸部レントゲン間接撮影

肺がん検診
0,800円50歳以上の多量喫煙者または40歳以上で

受診日から6カ月以内に血たんのあった方
かくたん細胞診検査
　※検診当日に申し込み受け付け。

平成26年1月
集団検診

1,700円30～39歳の女性超音波検査
乳がん検診 2,400円40～64歳の奇数年齢の女性乳房Ｘ線撮影（2方向）

1,400円65歳以上の奇数年齢の女性乳房Ｘ線撮影（1方向）

6月
医療機関1,700円19～39歳の方

診察、計測（身体、血圧、腹囲）、検
査（脂質、肝機能、ヘモグロビンA1c、
尿、腎機能）　※医師が必要と認めた方につ
いて貧血、心電図、眼底検査を実施。

青年期健康診査
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　県内で必要なすべての血液製剤を県民の皆さんの献血により確保できるように、新
たに成人になる「はたち」の皆さんを中心として、広く献血に関するご理解とご協力
をお願いいたします。また、冬季は血液が特に不足する時期です。皆さんのあたたか
いご協力をお願いいたします。葛実施内容／400㎖、200㎖献血葛その他／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
　乳がん検診を1月31日（木）まで実施し
ています。受診票が届いている方は、忘
れずに受診してください。
　申し込みをしていない方で受診を希望
する方は、1月28日（月）までお申し込み
ください。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

※対象年齢は平成25年3月31日現在です。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2160 　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／2月7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　☎53-3132

　思春期の悩みを抱えている方や引きこ
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。気軽
にご相談ください。（要予約）葛日時／2月14日（木）、21日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟　2月の生活保護相談日は下記のとおり

です。当日は、宮城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
る方は福祉課へお越しください。葛日時／2月1日（金）、15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

　お子さんと一緒に、月齢に合った離乳
食を味わってみませんか。葛日時／2月8日（金）10：30～11：30
　　　　（受付時間10：00～10：15）葛場所／保健センター2階葛内容／離乳食講話および試食、家庭教
育講話、個別相談（希望者）葛募集人数／生後5～10カ月の乳児と保
護者15組葛申込期限／2月1日（金）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
　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。
　事前の申し込みは不要です。お気軽に
ご参加ください。葛日時／2月6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

　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？　県仙南保健福祉事務所で専
門の相談員が相談に応じます。（要予約）
■予 ■問  健康推進課　緯55-2160
　妊娠、出産、子育ては誰もが初心者。
みんな同じように悩んでいます。楽しみ
ながら赤ちゃんを迎える準備をしません
か？　事前の予約は不要です。会場に直
接お越しください。葛日時／2月14日（木）9：30～11：40
　　　　（受付時間9：00～9：20）葛場所／保健センター1階葛内容／○おなかの赤ちゃんに手紙を書
こう！ ○沐浴体験をしよう！ ○妊娠・
出産について語ろう！ ○先輩ママの
出産体験談　など葛対象／妊婦および家族の方葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160

にこにこマンマ離乳食

【柴田町】○三愛ロジスティクス㈱さんが花苗など一式を寄贈　【福祉課】○メガネの
相沢柴田店さんが老眼鏡を寄贈　【生涯学習課】○町民ゴルフ大会実行委員会さんがス
ポーツ振興費として47,300円を寄贈　○諸岡水萌さん（東京都）が書一幅を寄贈　【船
迫小学校】○中川功さん（船岡字新田）がアップライトピアノを寄贈　○日本エア・リ
キード㈱さんが子ども用祭法被を寄贈　【船迫生涯学習センター】○村上舗装興業さん
が駐車場白線一式を寄贈　【柴田町図書館】○愛酒る会さんが図書費用として50,000円
を寄贈　○柴田町図書館サポート委員会さんが図書費用として22,430円を寄贈　【しば
たの郷土館】○高橋宗会社中お茶クラブさんが施設維持費として39,138円を寄贈

葛日時／2月24日（日）
　　　　①10：00～12：00　②13：00～16：00葛場所／ヨークベニマル柴田店葛日時／1月26日（土）

　　　　①10：00～12：00　②13：00～16：30葛場所／ザ・ビッグ柴田店
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木星と冬の星座を見つけよう

　船岡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／2月6日（水）9：45～11：30　　葛場所／船岡生涯学習センター　2階和室葛テーマ／「作って遊ぼう」　※申し込みは不要です。　※保健師の健康相談あり。葛場所／子育て支援センター　葛募集人数／各20人 ※終了後は、個別相談を受け付けます。
　家庭教育やボランティア活動に関心を持ち、子育て支援に関わりたいと思って
いる方のための講座です。興味のある方は、ぜひ受講してください。葛講座内容／葛場所／保健センター　2階研修室葛対象／子育て中の親子を支援したいと思っている方　　葛申込期限／1月31日（木）
※全講座を受講した方には、修了証書を交付します。子育てサポーターとして活動するた
めには、登録が必要です。さらに、2月26日に実施するファミリー・サポート・センター
主催の研修を受講するとファミリー・サポート・センター協力会員として活動できます。

　
　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、
保護者同士の触れ合いで「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）

葛日時／2月10日（日）　船迫生涯学習セ
ンター　8：00出発、16：30解散葛場所／七ヶ宿町峠田公民館葛内容／○野外活動「七ヶ宿雪合戦大会」
出場、七ヶ宿町などの小学生と混成
チームをつくり試合に出場　○地元
ジュニアリーダーによるレクゲームな
どで交流葛対象／町内の小学生葛募集人数／30人（先着順）葛参加費／600円（写真代、大会参加費
［昼食・参加記念品］）葛持ち物／暖かい服装（野外活動に適し
たもの）、帽子、手袋、長靴、上履き、
着替え葛申込期限／1月25日（金）
■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、木星と冬の
星座を観望します。ぜひご家族でお越し
ください。葛日時／1月22日（火）19：00～20：00
　（天候不良時は中止） ※時間内自由参加。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
■問  柴田町星を見る会（豊川）　葛日時／2月6日（水）、13日（水）
　　　　10：00～15：00　（全2回）葛場所／ふるさと文化伝承館  体験学習室葛募集人数／16人（先着順）葛参加費／2,500円（材料費）葛申込期限／1月31日（木）
■申 ■問  西風紙衣人形教室（大泉）
　

自然体験講座「水源の町七ヶ宿の冬」

お 雛 さま講習会ひな

移動なかよし広場■申 ■問  柴田町子育て支援センター （船迫児童館内）　☎54-4040

子育て応援者養成講座「子育てサポーター養成講座、ファミリー・サポート・センター協力会員研修」

るんるん子育て講座講話「おいしく食べるための　　　かたち、うごき、こころ」葛日時／2月19日（火）
　　　　10：00～11：30葛講師／千木良デンタルクリニック
　副院長　千木良あき子 氏葛対象／町内在住の乳幼児の保護者葛申込期限／2月12日（火）
※託児あり。
※託児を申し込みの方は、午前9時40分まで
お越しください。

みんなで遊ぼう葛日時／2月1日（金）10：00～11：30葛内容／リズム遊び・体操・手遊びほか葛対象／町内在住の乳幼児の親子葛持ち物／子ども用タオルケット（大判
バスタオルも可）、浴用タオル、飲み物葛申込期限／1月25日（金）みんなで見よう・聞こう葛日時／2月15日（金）10：00～11：30葛内容／パネルシアターほか葛申込期限／2月8日（金）
3歳児まなびサークルメンバー募集！

講　　師内　　容日　時 毅志賀智恵子氏（ニチイ学館）毅現･子育てサポーター毅開講式毅「子育て支援に関わる心構え」毅実技指導「手遊び」ほか2月5日（火）
9：30～12：00 毅保健師、栄養士毅「子どもの健康と発育」について毅「子どもの育ちと食」について2月12日（火）
9：30～12：00 毅現･子育てサポーター毅子ども家庭課子育て支援班毅子育てサポーターの活動について毅ファミリーサポートについて毅閉講式2月20日（水）
9：30～12：00

お詫びと訂正
　広報しばた1月号13ページ｢まちかど
NEWS（歯つらつファミリーコンクー
ル）」に誤りがありました。正しくは｢授
賞した佐藤亜由美さん（左）と結南さん
（右）」でした。お詫びして訂正いたしま
す。
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鉢花「クリスマスローズ展示即売会」を開催します

　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。葛展示期間／1月31日（木）まで葛開館時間／9：00～16：30 小  室  達 作品展 入館無料
こ むろ とおる

　「クリスマスローズ」という花をご存じですか？　柴田鉢花研究会員が心を込めて生
産したクリスマスローズを、特別価格（1,000～5,000円）で販売いたします。多年草
で長くお楽しみいただけます。葛日時／2月2日（土）、3日（日）9：30～16：00　葛場所／柴田町観光物産交流館｢さくらの里｣
■問  農政課　緯55-2122 　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｣を分かりやすく、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

　震災により発生したごみで、仙南リ
サイクルセンターで処理できない、地
震によって破損した廃瓦、ブロック類
（基礎部分を除く）の自主持ち込みの追
加受け付けを行います。今回が最終の
回収となります。葛日時／2月18日（月）～20日（水）
　　　 　9：00～15：00葛場所／総合運動場駐車場
■問  町民環境課　緯55-2113　町の工事や委託、物品販売、役務提供など、入札や見積りに参加する際は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ますので指定様式で登録く
ださい。様式は、財政課で配布するほか、町ホームページで入手できます。葛受付期間／1月28日（月）～2月8日（金） ※土・日曜日を除く。葛受付時間／9：00～11：30、13：30～16：00　　葛受付場所／役場2階　第2会議室葛登録の有効期間／平成25年4月1日～平成27年3月31日
■申 ■問  財政課　緯55-2278
　国民年金の被保険者期間は20歳から60歳までです。60歳までに老齢基礎年金の受
給資格期間（25年）を満たしていない場合や納付済期間が少ないため老齢基礎年金を
満額受給できない場合で厚生年金・共済年金に加入していないときは、60歳以降でも
申し出により任意で加入して保険料を納めることができる｢任意加入制度｣があります。
　この申し出は、月々の保険料を確実かつ円滑に納付いただくため、原則、口座振替
をお申し込みいただくようになります。なお、預金口座を有していない場合や資格を
喪失するまでの期間の保険料を前納する場合などの正当な理由がある場合には、現金
で納付することもできます。
　任意加入の資格取得申出書を提出される際に、口座振替申出書もしくは口座振替が
できない旨の申出書の提出が必要です（口座振替ができない旨の申出書の様式は任意
のもので構いません）。詳しくは、お問い合わせください。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113、健康推進課　緯55-2114

 お雛（ひな）様展示の募集 
　ゆる．ぷらにお雛様を飾っていただける方を募集します。雛祭りにちなんだ手
作りの作品や眠っているお雛様も大歓迎です。展示スペースの都合上、ご協力い
ただける場合はゆる．ぷらまでご連絡ください。葛募集期間／1月16日（水）～2月10日（日）　葛展示期間／2月19日（火）～3月3日（日） ギャラリー展示案内 ○男女共同参画推進事業「大人の女性力アップ講座」写真展　～「12人の女性が見つけた柴田町の秋」＆「The World through a Lens（レンズを通した世界）」～
　男女共同参画推進事業｢デジカメテクニック基礎講座｣受講者の皆さんと講師
のスイス人写真家キース・ヴィースさんが撮影した写真を展示します。葛展示期間／1月22日（火）～2月3日（日）15：00まで
　
■開館時間／10：00～18：00　　■1月の休館日／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

　柴田さくらマラソンをよりよい大会と
するために、苦渋の決断ではありました
が平成25年4月の開催を延期することに
なりました。さまざまな課題を乗り越え、
平成26年の桜の季節には更にグレード
アップし、皆さまに喜んでいただける大
会となるよう現在も活動を行っています。
どうぞ、変わらぬご理解とご支援をよろ
しくお願いいたします。

■問  柴田さくらマラソン実行委員会
　事務局　緯090-6688-0030

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
「柴田さくらマラソン」の延期について

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）
追加受付

柴田町環境広場「講演会」
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主な行事日学　校
子ども議会(6年)5船岡小学校

☎55-1064 授業参観・懇談会
（6年）
船中入学説明会

14

一日入学19
授業参観
(1～5年)27

一日入学8槻木小学校
☎56-1029 授業参観（6年）15

授業参観
（1～5年）22

一日入学12柴田小学校
☎56-1430 授業参観・懇談会

(6年)22

授業参観・懇談会
(1年～5年)28

一日入学8船迫小学校
☎55-5394 授業参観(6年)21

一日入学1西住小学校
☎53-3227 授業参観(6年)15

授業参観
(1～5年)22

一日入学
全校弁当日8東船岡小学校

☎55-1811
授業参観(6年)
中学校入学説明会15

スキー教室
（特別支援学級）5～6船岡中学校

☎55-1162
学年末考査（3年）7～8
学年末考査
（1、3年）25～26

学年末考査（3年）13～14槻木中学校
☎56-1331 学校説明会（槻小）15

学校説明会（柴小）22
学年末考査
（1、2年）25～26

学年末考査（3年）14～15船迫中学校
☎54-1225 学年末考査

（1、2年）26～27

3学年PTA27
県立高校前期選抜1中学校共通
合格発表（県立高
校前期選抜）12

※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：12月25日（火）】

測定値測定値
0.10船岡生涯学習センター0.08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0.10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26日（水）】

測定値測定値測定値
0.16西住小学校0.13船迫小学校0.12船岡小学校
0.08柴田小学校0.12槻木小学校0.08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0.13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：12月27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
0.10西住児童館0.14三名生児童館0.13柴田児童館

※毎週1回測定0.11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：1月7日（月）】

測定値測定値測定値
0.16剣崎公園0.13白幡児童遊園0.09並松公園
0.09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21日（金）】

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0.4）
　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

　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。葛対象／満60歳となる方（昭和27年4月2日～昭和28年4月1日生まれ）葛募集人数／30人　  葛参加費／500円（郷土料理材料代）　  葛申込期限／1月22日（火）
■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135 （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12月20日つぼみ菜

※検査は宮城県農林水産部

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
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