
■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

お知らせ版
平成 24年 6 月 1 日

広報しばた・お知らせ版・第700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/

　当院では、医療機能充実のための看護

職員の募集（予定）にあたり、看護部門

の病院説明会を開催します。詳しくは、

お問い合せください。

�開催日／7月25日（水）、8月1日（水）、
　8 月 15 日（水）、10 月 3 日（水）、平
　成 25年 3月 21日（木）
�対象／看護学生・看護師、助産師

■申 ■問  みやぎ県南中核病院（総務課人事
　係）� 51-5500（代） 内線 2010（平
　日8：30～ 17：00）
　Eメール：jinji@southmiyagi-mc.jp

【1次試験】�実施日／ 7月 22日（日）
　�場所／宮城県自治会館（宮城県庁北側）仙台市青葉区上杉1丁目 2-3
　�内容／教養試験、一般性格診断検査、専門試験（土木のみ）
【2次試験】�実施日／8月下旬ごろ　　�場所／柴田町役場
　�内容／作文（論文）試験、人物試験、健康診断書審査など
【申込用紙の請求】総務課で配布します。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。

【受付期間】6月 1日（金）～ 22日（金）※土・日曜日を除く。
【受付時間】8：30～ 17：15　※郵送の場合は、6月 22日（金）午後5時まで柴田町役場に
　 必着のものに限ります。

■申 ■問  総務課　� 55-2111　〒 989-1692　柴田町船岡中央2丁目3-45
　Eメール :general-affairs@town.shibata.miyagi.jp

　町では、もやせるごみ減量のため、生

ごみを堆肥化する「生ごみ処理容器」購

入に補助金を交付しています。容器の購

入をお考えの方は、交付申請の手順をご

説明しますので、購入前にお問い合せく

ださい。

�交付条件／町内に住所を有する個人
�補助額／
　○ＥＭ式生ごみ堆肥化容器…購入金額

　　の 2分の 1以内で上限 3,000 円

　○電気式生ごみ処理機…購入金額の 3

　　分の 1以内で上限 20,000 円

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113
�日時／ 6月 11日（月）9：30～（予定）
�場所／役場議会議事堂※傍聴席は 6階
�手続き／傍聴席入口にある傍聴人受付票
　に氏名などを記入し提出してください。

�日程／ 11日　町政報告、一般質問
　　　　 12 日、13日　一般質問
※以後の日程については、議案の内容により
　決定します。

■問  議会事務局　� 55-2136

　児童手当を受給している方は、6月 1

日現在の状況を届け出る必要があります。

届け出が必要な方に「現況届」を送付し

ますので、記入の上、添付書類（保険証

の写しなど）とともに提出（返信）して

ください。提出されない場合、6月分以

降の手当は受給できません。（郵送可）

�提出期限／ 6月 29日（金）
�提出先／子ども家庭課、槻木事務所

■問  子ども家庭課　� 55-2115

柴田町職員を募集します
受　　験　　資　　格職務内容採用予定人数職種試験区分

次のいずれかに該当する方
①昭和58年4月2日から平
　成3年4月1日までに生ま
　れた方
②平成3年4月2日以降に生
　まれた方で、学校教育法に
　よる大学（短期大学を除く）
　を卒業した方または平成
　25年 3月末日までに卒業
　見込みの方
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児童手当現況届について
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お知らせ
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生ごみ処理容器購入に
補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金補助金ががががががががががががががががががががががががががががががががが出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出まままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす出ます

　土石流、地すべり、がけ崩れなど、

土砂災害はいつどこで発生するか分か

りません。普段から避難場所、避難経

路などを話し合っておきましょう。

■問  都市建設課　� 55-2120
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　生涯学習課では、町民の皆さまの学習活動や地域活動などを支援するため「柴田町生涯学習団体・人材バンク」を設置していま

す。現在、幅広い分野において活躍している団体、または、さまざまな知識や技能を持っている地域の達人・名人の方々に登録し

てもらっています。「こんなことを学びたいので、教えてくれる人を探したい」「こんなサークルに加入したい」などの声にお応え

します。ぜひご利用ください。また、随時、登録していただける団体や達人・名人を募集しています。

�登録できる方（団体）／知識、技能、経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある方（または団体）なら、誰でも登

　録できます。ただし、営利・政治・宗教活動を目的とする場合は登録できません。

�登録できる内容／内容やレベルは問いません。音楽、工作、料理、自然活動、昔話、漬物づくりなど、あらゆる分野で登録がで

　きます。

�登録方法／「柴田町生涯学習団体・人材バンク登録申請書兼承諾書」（以下、「登録申請書」）に必要事項を記入の上、生涯学習課、

　各生涯学習センター、しばたの郷土館に提出。電子メールで生涯学習課に提出することもできます。「登録申請書」は、生涯学習

　課、各生涯学習センター、しばたの郷土館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。

�利用できる方（団体）／町内に住んでいる、または、通勤・通学している方、町内に活動拠点がある団体などが利用できます。

�利用できる内容／料理、手芸、音楽、パソコン、体操、園芸、茶道、華道、絵画など、さまざまな分野で登録者・団体があります。

�利用方法／

　1．団体・人材バンク一覧から選択し、電話、または「柴田町生涯学習団体・人材バンク利用申請書」（以下、「利用申請書」）に

　　より、生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷土館へ申し込みください。団体・人材バンク一覧は、町ホームページを

　　ご覧ください。「利用申請書」もダウンロードできます。また、いずれも生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷土館に

　　配布しています。

　2．生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷土館は、申請のあった登録者の連絡先を利用者に紹介します。

　3．利用者は、紹介を受けた登録者に連絡し、日程などの調整を行います。

�登録・利用にあたっての注意事項／

　○活動に伴い発生した事故および損害については、生涯学習課は責任を負いません。利用者と登録者間のトラブルは、自主的に

　　解決してください。

　○「柴田町生涯学習団体・人材バンク」は公開を目的としています。公開された情報の二次的な使用について、生涯学習課は責

　　任を負いません ｡

　○登録者および団体については、登録内容に変更が生じた場合、生涯学習課へご連絡ください。

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135　Ｅメール：social-edu ＠ town.shibata.miyagi.jp

○町内在住60歳以上の方
　シルバーの活動を通

じて、暮らしをいきい

き元気に輝かせてみませんか？

能力・経験などに応じた高齢者にふさわ

しい仕事を引受・提供しています。

【会員の主な活動例】
�就業：除草、 剪定 

せん て い

、障子・ 襖 ・網戸張
ふすま

　り替え、家事援助、清掃、簡易的な大

　工・塗装作業など

�その他：ボランティア、シルバーフェ

　スタ、地域班活動、手芸・手工芸製作、

　刃物研ぎなど

ご入会お待ちしております。

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　6月から 10月はアメリカシロヒトリ

（アメヒト）の発生期です。早期発見と

防除で被害の拡大を防ぎましょう。

�防除対策／小さな幼虫（毛虫）の巣を
　発見したら、速やかに葉や枝を切り取

　って処分してください。幼虫が分散し

　てしまったら、殺虫剤などで防除する

　方法もあります。ただし、使用前に必

　ず近所に知らせ、注意事項を守って、

　人や家畜、作物などにかからないよう

　注意して使用しましょう。

　　また、公共施設などで発見した場合

　は、施設管理者へ連絡をお願いします。

　管理者が不明な場合は、町民環境課へ

　ご連絡ください。

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／毎月第 1・3木曜日

　13：30～ 16：00

�場所／しばたの郷土館

�会費／ 5,000 円（半年）

■申 ■問  柴田絵画愛好会（鹿野）
　

　県営住宅の6月定期募集に係る募集案

内を配布いたします。

�配布場所／都市建設課、槻木事務所

�配布期間／ 6月 1日（金）～ 12日（火）

■問  宮城県住宅供給公社
　� 022-224-0014

柴田町生涯学習団体・人材バンク

（社）柴田町シルバー人材センター
の会員募集　　　　　　

県営住宅入居者
募集案内の配布

柴田絵画愛好会 
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6 月の見逃せない天文現象

部分月食、金星の太陽面通過

�日時／ 6月 2日（土）、16日（土）9:30～ 11:00　　�場所／しばたの郷土館

�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。

�対象／小学4年生以上　　�参加費／400円　　�協力／柴田町トンボ玉愛好会

�日時／ 6月 8日（金）～ 10日（日）　9:00～ 16:00（最終日は15：00まで）

�場所／しばたの郷土館2階多目的ホール　　�主催／柴田盆遊会　

6月のトンボ玉体験会

　船岡城址公園から白石川桜堤に架ける

連絡橋やその周辺景観整備について、皆

さんの声を活かしていきたいと考えてい

ます。皆さんの参加をお待ちしています。

�活動期間／ 6月～ 9月（予定）
�会議開催／月 1回程度
�対象／橋のデザインや周辺の景観整備
　に興味のある方

�募集人数／ 15人程度
�申込期間／ 6月 4日（月）～ 22日（金）
�申込方法／電話でお申し込みください。
※応募者多数の場合は抽選とさせていただき
　ます。

■申 ■問  都市建設課　� 55-2121

　町の魅力を町内外にアピールし、柴田

町の知名度を高める活動により、観光客

をはじめとする来訪者の増加を図るため

のタウンセールス活動をします。会議だ

けではなく、実際に町内の魅力発見のた

め外でも活動します。

�活動期間／ 7月～ 2月（予定）
�ＷＳ開催／月 2回程度
�対象／タウンセールスに関心のある方。
�募集人数／ 10人程度
�申込期限／ 6月 15日（金）
�申込方法／電話でお申し込みください。
※応募者多数の場合は抽選とさせていただき
　ます。

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
※時間内自由参加、無料（悪天候中止）

○部分月食を見よう
　�日時／ 6月 4日（月）
　　19：00～ 21：00
　※夜足元が暗いので懐中電
　　灯を持参してください。

○金星の太陽面通過
　�日時／6月6日（水）7：00～12：00

■問  柴田町星を見る会（豊川）
　

　ギャラリー展示案内　

○水上健衣勢日本人形展
　フランス人形の製作技法を取り入れた「さくら人形」と、色鮮やかな「 木  目  込 

き め こみ

人形」約 20体の素晴らしい日本人形を展示します。

�展示期間／ 6月 12日（火）～ 24日（日） 最終日は 15:00 まで

　体験会のご案内　

○「プチバッグストラップ作り」体験会
　手芸用の特殊な紙ひも「紙バンド」を使って、約5cm

サイズの可愛いプチバッグのストラップを作ります。

�日時／ 7月 6日（金）10：30～ 12：00
�定員／10人
�参加費／500円
�持ち物／はさみ、ウェットティッシュ、洗濯バサミ5個、木工用ボンド（速乾
　性）、目打ち

�指導者／ craft ＊ Chocoa（クラフトチョコア）大槻
�申込期限／6月 29日（金）

■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　　� 6月の休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

第9回粋な文化展　（盆栽、山野草、水石）展示会

平成24年度 第 1回 まちづくり提案制度提案募集
　町（地域）を元気にしていく意見・実践提案を募集します。例えば、ごみ減量
へ向けてのアイディア、環境美化を進める活動など、あなたのひらめきや行動を
まちづくりへ活かしませんか。
 提案の種類
�意見提案／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。
�実践提案／身近な資源を活かしたユニークな実践活動を募集します。提案者自
　ら実践へ関わることが条件となります。
�提案できる方／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。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。
�受付期間／6月 1日（金）～ 30日（土）
�提出先／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）
�提案用紙／まちづくり推進センター、まちづくり政策課にあります。
　　　　　　また、町ホームページからもダウンロードできます。

（仮称）さくら連絡橋デザインおよび
周辺景観整備検討会参加者募集

花のまち柴田タウンセールス 
ワークショップ（ＷＳ）参加者募集
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○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／6月7日（木）、14日（木）、21
日（木）、28日（木）15：30～17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
�日時／6月14日（木）13：30～15：30
�参加費／ 100円

○子どもゆめ基金助成金助成活動
　「絵本いっぱい」
　～いわむらかずお作品のまき～

　絵本の好きな大人と子ども、みんな

寄っておいで！ 

�日時／6月21日（木）15：30～17：00
�参加費／無料　
�後援／柴田町教育委員会

○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／6月27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）

　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。

�日時／ 6月 7日（木）9：30～ 11：40
　（受付時間 9：00～ 9：20）

�場所／保健センター 1階
�内容／ママ体験（胎児人形抱っこ体験
　等）、妊娠中の食生活（おやつの試食

　等）、歯の手入れについて、妊婦生活に

　ついてみんなで語ろう！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具
※予約不要です。当日会場にお越しください。

■問  健康推進課　� 55-2160

　子育てはママ？と思っているパパさん。地球上で父親ほど素晴らしい仕事はないん

です！子育てを楽しみ自分も成長する男性、それがイクメン（育MEN）です。

　子どもと一緒に簡単クッキング。ママもニッコリ栄養満点のおやつを作ります。

　また、楽しい食育クイズもあります。パパさん！振るって参加ください。

�日時／ 6月 23日（土）10:00 ～ 13:00　　�場所／船岡生涯学習センター
�内容／①簡単おやつ作り（おからスコーンなど）②食育クイズなど
�対象／父親と子（3歳以上未就学児）　
�講師／ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるりん
�募集人数／15組（先着順）　　�参加費／親子で300円
�持ち物／エプロン、三角布巾、筆記用具、おしぼり、上靴
�申込期限／6月 14日（木）　※1歳児以上、託児あり（要事前申し込み）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　誕生会やホームパーティーに欠かせない日本料理といえば「おすし」。

　子どもも大好きなおすしを楽しくケーキ風にアレンジして作ります。季節の野菜も

たっぷり使い、栄養満点で見た目もキレイな簡単おもてなし料理を学んでみませんか。

�日時／ 7月 5日（木）10:00 ～ 13:00　　�場所／保健センター2階
�対象／小学校低学年までのお子さんを持つ保護者
�募集人数／15人（先着順）　�参加費／500円　�持ち物／筆記用具・エプロン
�申込期限／6月 26日（火）　※2歳児以上、託児あり（要事前申し込み）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

移動なかよし広場

平成24年度家庭教育支援事業

「ピカイチ・イクメン講座パパとワ～クわく！」
～第 2回パパごはん！一緒に作って食べよう～

柴田町各種婦人団体連絡協議会　主催 子育て応援事業

「おもてなし料理教室」～デコレーションずし～

　町内の生涯学習センターなどに子育て支援センターの職員が出向き、楽しく遊

びます。今年度より移動なかよし広場の対象は全小学校区の就学前のお子さんと

保護者になりました。支援センターに来れない方、ぜひ参加してください。

�日時・場所・テーマ／

　

�対象／就学前のお子さんと保護者　　�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談もあります。事前の申し込みは不要です。

　

　

　船岡保育所の子どもたちと一緒に遊びの交流をします。

�日時／ 6月 12日（火）9：45～ 11：30　　�場所／船岡保育所　　
�対象／2歳～就学前のお子さんと保護者　　�募集人数／20組　　
�持ち物／各自必要なもの　　�申込期限／6月 5日（火）

■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　� 54-4040

テ　ー　マ場　　所 日　　　時

「バルーンで遊ぼう」槻木体育館6月 5日（火）9：45～ 11：30

「アスレチックごっこを楽しもう」船岡生涯学習センター6月 21日（木）9：45～ 11：30

一緒に遊ぼう　～保育所のお友達と遊びましょう♪～
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　思春期や更年期による身体的・精神的

不調、家庭や職場でのストレスなどで悩

んでいる女性の方を対象に、女性医師が

無料で相談に応じます。

�日時／7月21日（土）14：00～16：00
�場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。

�予約日時／月～金曜日9：00～17：00
※土・日曜日、祝日を除く

�予約専用電話／ 090-5840-1993
　宮城県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　� 022-211-2623

　子育て中の保護者を助けてくれる方の研修会です。資格などがなくてもできる活動

ですので、子育ての援助活動に関心のある方や退職後のボランティア活動を考えてい

る方の参加をお待ちしています。研修修了後に、協力会員証が交付されます。

�対象／町内に住所を有する20歳以上の方　　�申込期限／6月 22日（金）

〔1日目〕�日時／ 6月 27日（水）9：30～ 12：00　　�場所／保健センター2階
　　　　　�内容／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

　　　　　　　　　　　　�子どもの発達と心の問題　�身体の発育と病気

〔2日目〕�日時／ 6月 28日（木）9：30～ 12：00　　�場所／西船迫保育所
　　　　　�内容／西船迫保育所見学、所長講話

■申 ■問  ファミリー・サポート・センター（船迫児童館内）　� 87-7871

　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

つかりますよう骨髄バンクドナー登録

にご協力ください。（要予約）

�日時／ 6月 12日（火）、26日（火）
　9：00～ 10：00

�場所／県仙南保健所
�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

■予 ■問  県仙南保健所疾病対策班
　� 53-3121

　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／ 6月 12日（火）、26日（火）
　13：00～ 15：00

�場所／ 県仙南保健所

※電話での相談は随時行っています。

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください　自由にふらっと気軽に遊べる“屋根の

ある公園”です。（予約は要りません）。

気軽にお越しください。12日はおも

ちゃ病院も開院します。

�日時／ 6月 5日～ 26日の毎週火曜日
　10：00～ 11：45　（予約不要）

�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴
　田店隣）

�対象／ 0歳児～未就園児を持つ親子
�参加費／無料
�持ち物／お手拭き、バスタオル、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

　骨粗しょう症検診を実施します。対象

年齢の方に受診票を配布しますので、こ

の機会にぜひ受診してください。6月 4

日（月）までに受診票が届かなかった場合

はご連絡ください。

�受付時間／第 1部　14：00～ 14：30
　　　　　　第 2部　14：30～ 15：00

�対象／ 40歳および 50歳の女性
※年齢は平成 25年 3月 31日現在

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　各行政区の健康推進員が、申し込まれ

た方に受診通知書を配布しました。まだ

届いていない方はご連絡ください。健診

期間を過ぎると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。追

加申込は 6月 26日（火）まで受け付けま

す。健診内容などの詳細はお知らせ版 5

月 15日号をご覧ください。

�健診期間／ 6月 1日（金）～ 30日（土）
�対象／ 19歳～ 39歳の方
※年齢は平成 25年 3月 31日現在

�自己負担料／柴田町国民健康保険加入
　者 800 円、左記以外の方 1,700 円

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160
　法テラス山元では「東日本大震災被災

者援助特例法（震災特例法）」の成立を受

け、東日本大震災の被災者の方々を対象

とした新しい法律サービスをはじめてい

ます。刑事事件・法人を除くすべての相

談が無料となりますので、ご相談内容が

震災に関するか否かは問いません。まず

はお気軽にお電話ください。

　相談は無料で秘密は固く守られます。

�予約受付時間／ 9：00～ 17：00※土・
　日曜日、祝日を除く

�相談時間／ 10：00～ 16：00※土・日
　曜日、祝日を除く

�場所／山元町役場敷地内中央公民館東

　側（亘理郡山元町浅生原字日向 13-1）

■申 ■問  日本司法支援センター
　「法テラス山元」 �050-3383-0213

子育てひろば““““““““““ゆゆゆゆゆゆゆゆゆゆるるるるるるるるるるりりりりりりりりりりんんんんんんんんんん””””””””””“ゆるりん”

場　　所月　日

保健センター
6月27日（水）

6月28日（木）

槻木生涯学習センター6月29日（金）
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クールビズ実施中　（実施期間／10月 31日まで）

　柴田町においては、省エネルギー対策および節電対策として、職員については

ネクタイを外すなど軽装で勤務ができることとしております。町民の皆さんのご

理解をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　■問  総務課　� 55-2111

　気軽にできる「ラジオ体操」の基本を

学ぶ講習会です。子どもから高齢者まで

どなたでも参加できますので、ふるって

ご参加ください。ラジオ体操でこの夏を

健康的に過ごしませんか。

�日時／6月10日（日）10:00～11:30
　（受付時間 9:30 から）

�場所／船岡小学校体育館
�講師／宮城県ラジオ体操連盟
�内容／ラジオ体操第 1・2
　　　　みんなの体操

�募集人数／ 50人　　�受講料／無料
�持ち物／体育館シューズ、タオル、水
　筒、運動のできる服装

�申込方法／電話でお申し込みください。
�申込期限／ 6月 9日（土）

■申 ■問  スポーツ振興室
　� 55-2030

　住民基本台帳法に基づき、平成23年度の制度実施状況を公表します。

【国または地方公共団体の機関の請求による閲覧】

ラジオ体操・みんなの体操
講習会

平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成 22222222223333333333 年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度平成23年度ににににににににににおおおおおおおおおおけけけけけけけけけけるるるるるるるるるるにおける住住住住住住住住住住民民民民民民民民民民基基基基基基基基基基本本本本本本本本本本台台台台台台台台台台帳帳帳帳帳帳帳帳帳帳閲閲閲閲閲閲閲閲閲閲覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度住民基本台帳閲覧制度ののののののののののの実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況実施状況

閲覧に係る住民の範囲請求事由の概要閲覧機関の名称閲覧年月日

①平成 5年 4月 2日から平成 6年 4月 1日生れの男女
②平成 8年 4月 2日から平成 9年 4月 1日生れの男性

自衛官等の募集に
伴う広報のため

防衛省自衛隊宮城
地方協力本部

平成23年6月1日

閲覧に係る住民の範囲利用目的の概要閲覧申出者名（法人・代表者名）閲覧年月日

船岡西 1丁目、船岡中央 2丁
目の男女 35人

「消費動向調査（全国・月次）」の実施
のため

（社）新情報センター
　事務局長　平谷　伸次

平成23年6月7日

船岡西 1～ 2丁目、大字船岡
字根形の満 4歳から 19歳の
男女 28人

「子ども・青少年の運動・スポーツ活
動に関する全国調査」の実施のため

㈱日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴木　稲博

平成23年8月18日

船岡東 4丁目の 20歳以上の
男女 15人

「外交に関する世論調査（附帯調査：
時事問題）」の実施のため

（社）中央調査社
　会長　中田　正博

平成23年9月15日

大字下名生の男女 21人
「子どものいる世帯の生活状況および
保護者の就業に関する調査」の実施の
ため

㈱日本リサーチセンター
　代表取締役社長　鈴木　稲博

平成23年9月28日

大字上名生の男女 20人
「全国たばこ喫煙者率調査」の実施の
ため

㈱ビデオリサーチ
　代表取締役社長　若杉　五馬

平成23年10月20日

船岡中央 1～ 3丁目の 16歳
以上の男女 24人

「テレビ放送に関するアンケート」の
実施のため

㈱サーベイリサーチセンター
　代表取締役社長　藤澤　士朗

平成24年1月5日

船岡西 1～ 2 丁目の男女 35
人

「消費動向調査（全国・月次）」の実施
のため

（社）新情報センター
　事務局長　平谷　伸次

平成24年2月13日

【個人または法人の申出による閲覧】　

■問  町民環境課　� 55-2113

平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成 22222222223333333333 年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度平成23年度ににににににににににおおおおおおおおおおけけけけけけけけけけるるるるるるるるるるにおける情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報公公公公公公公公公公開開開開開開開開開開制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度・・・・・・・・・・個個個個個個個個個個人人人人人人人人人人情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度情報公開制度・個人情報保護制度ののののののののののの実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況実施状況
　柴田町情報公開条例および柴田町個人情報保護条例に基づき、平成23年度の制度

実施状況を公表します。

【平成23年度情報公開制度実施状況】　

【平成23年度個人情報保護制度実施状況】　

■問  総務課　� 55-2111

不服申立て
件数

処　理　内　容
請求件数

取下げ不存在非公開部分公開公開

－－－－347

不服申立て
件数

処　理　内　容開示請求
件数 取下げ不存在非公開部分公開公開

－－1－－12
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�日時／ 6月 3日（日）9：00～ 14：00
�場所／柴田町観光物産交流館「さくらの里」
�内容／【第1部】柴田町観光物産交流館「さくらの里」では、日ごろの感謝を
　込めて、1,000円以上お買い上げの方先着200人に、もれなく景品が当たる抽

　選会を行います。ポン菓子や模擬店もあります。

　【第2部】農産物直売組合「結友」では、11：00から先着 200人につきたての
　お餅を無料で振る舞います。お昼からは、「スコップ三味線」と「民謡」のショー

　もあります。

■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970、柴田町観光物産交流館　� 87-7102

　桜まつり実行委員会では、柴田町内の桜を撮った写真の展示会を行います。ぜ

ひ、お気に入りの写真の提供をお待ちしています。

�展示期間／ 6月 20日（水）～ 7月 10日（火）　　�提供点数／一人2点以内
�展示場所／柴田町観光物産交流館「さくらの里」
�サイズ／カラープリント四ツ切以下なら、六ツ切り、キャビネ、Ｌ版など大き
　さは問いません。　※提供していただいた作品は返却します。

�申込方法／柴田町観光物産協会（太陽の村）までお持ちいただくか郵送してください。
�申込期限／6月 14日（木）

■申  柴田町観光物産協会　〒989-1621　柴田町大字本船迫字上野4-1
■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970、商工観光課　� 55-2123

蔵王自然の家主催事業のご案内
　　
蔵王自然体験活動 ―チャレンジ in 蔵王―
　蔵王の大自然を満喫！ 6泊 7日の

キャンプ生活や野外活動を通じて、新

しい自分を発見しよう！

�期日／ 8月 5日（日）～ 11日（土）
�場所／蔵王自然の家およびその周辺
�内容／南蔵王縦走登山、野外炊飯、
　沢登り、星を観る会など

�対象／小学校 5・6年生、中学生
�募集人数／ 42人
�参加費／ 19,000 円
�申込期間／6月1日（金）～26日（火）
　
蔵王で発見 !体感 !! 感動 !!! ―夏―
　自然体験を通じて、親子のふれあい

や他の家族との交流を深めませんか。

大自然の中でしか味わえない感動や発

見が待っています。

�期日／ 7月 28日（土）～ 29日（日） 
�内容／夏山登山、ニジマスつかみ、
　キャンプファイヤー、野外炊飯など

�対象／小・中学生の子どもとその親
�募集人数／ 30組 100人程度
�参加費／ 3,000 円程度
�申込期間／6月12日（金）～26日（火）
�申込方法／往復はがきに住所、郵便
　・電話・ファクシミリ番号、参加者

　名（年齢、性別、ふりがな）を記入

　し、下記へ（応募者多数の場合抽選）

■問  宮城県蔵王自然の家
　� 0224(34)2101
　〒 989-0916蔵王町遠刈田温泉字
　上ノ原155-1

かえっこバザールとワンダーランド
　親子で楽しむ企画が盛りだくさんです。

　福祉体験とニュースポーツのコラボを体感してみたり、家で眠っているおもちゃを

もってきてお気に入りをみつけてみよう。当日はスタンプラリーを制覇したら、か

えっこポイント（当日のみ利用）をさしあげます。

�日時／ 6月 17日（日）10：00～ 12：00　　�場所／地域福祉センター
�参加費／無料
　
子育てサロン「きらら」「みるく」
　子どもとおかあさんがつどい、みんなで楽しく遊んだりお母さん同士が交流したり

する広場です。（時間内出入り自由）

　
サロンコンサート
　地域で活躍している方々が、ボランティアで活動の楽しさを披露してくださいます。

�日時／ 6月 5日（火）13：30～ 14：00　　�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／シンセサイザー演奏（気仙沼市在住　稲葉美穂さん）　　�参加費／無料
※毎月第1火曜日の午後は、毎回楽しい企画をしています。

　夜の森の観察会です。森のホタル（ヒ

メボタル）と生き物を探します。

�日時／6月16日（土）17：00～20：00
�場所／蔵王野鳥の森
�参加費／ 1,000 円（軽食付）
※詳しくは、お問合せください。

■申 ■問  宮城県蔵王野鳥の森自然観察セン
　ター「ことりはうす」
　� 0224-34-1882
　〒 989-0916蔵王町遠刈田温泉字上
　ノ原162-1

　　　　　　　 オープン1周年感謝祭柴田町観光物産交流館
「さくらの里」

さくら写真展示会

「みるく」
�日時／6月15日（金）10：00～11：45

�場所／多機能型地域ケアホームつきのき

�参加費／無料

「きらら」
�日時／ 6月 8日（金）、22日（金）
　10：00～ 12：00
※ 8日は「しばたおもちゃ病院」もオープンします。
※ 22日は口笛奏者の演奏が楽しめます。
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／無料
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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）

6月 3 日（日） 9:00 ～ 16:00

6月17 日（日） 9:00 ～ 16:00
入間田テニスコート
6月10 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／6月19日（火） 19:00～
場所／船岡公民館 

  体育館・野外運動場調整会議 

日時／6月21日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

7
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

6月 5 日（火）関根　朝成

生　　活
6月12日（火）佐藤由美子

6月19日（火）飯渕　紀子

6月26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

6月 6 日（水）木島　基子

人　　権
6月13日（水）大友　勝彦

6月20日（水）桂川　クメ

6月27日（水）佐久間捷哉

6月27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

�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／ 6月 17日（日）毎月第3日曜日　　
○…全面利用可能　　☆…レッスン又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24年 6月分）

302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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土金

☆☆☆
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

　国民年金保険料を納めた期間（厚生年金などの加

入期間を含む）と国民年金保険料の納付を免除され

た期間が25年（300月）以上ある方には、65歳か

ら老齢基礎年金が支給されます。年金額を少しでも

多く受給したい方は、国民年金保険料と併せて付加

保険料（月額400円）を納付されると老齢基礎年金

に付加年金が加算され支給されます。

　　付加年金の年金額＝200円×付加保険料を納付した月数

　　　（例）付加保険料を10年間納付した場合

　　　　　�付加保険料の納付額＝400円× 12月× 10年＝ 48,000 円

　　　　　�付加年金の年金額　＝200円× 12月× 10年＝ 24,000 円

　この場合、毎年24,000 円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せされ、2年以上年金

を受給すると支払った額以上に受け取れる有利な仕組みになっています。

　なお、付加保険料の納付はお申込みのあった月分からになります。

※国民年金基金に加入中の方、免除を受けている方は付加保険料を納付できません。

※納付期限（対象月の翌月末）を過ぎると納付できません。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2114

�日時／ 6月 16日（土）13：00～ 16：00　

�場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）

�内容／相続、遺言、成年後見制度、契約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。

�次回相談日／7月 7日（土）　　�場所／イオン船岡店（旧ジャスコ）

宮城県行政書士会　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所　� 0224-63-5779
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（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：5月 22日（火）】

測定値測定値

0.11船岡生涯学習センター0.10柴田町役場

0.09船迫生涯学習センター0.09槻木生涯学習センター

0.10西住公民館0.11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：5月 23日（水）】

測定値測定値測定値

0.17西住小学校0.16船迫小学校0.12船岡小学校

0.08柴田小学校0.13槻木小学校0.19東船岡小学校

0.12槻木中学校0.18船迫中学校0.15船岡中学校

0.15たんぽぽ幼稚園0.17浄心幼稚園0.22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：5月 24日（木）】　

測定値測定値測定値

0.22西船迫保育所0.17槻木保育所0.22船岡保育所

0.21西住児童館0.17三名生児童館0.15柴田児童館

※毎週１回測定0.14むつみ学園0.21船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：5月 21日（月）】

測定値測定値測定値

0.21剣崎公園0.18白幡児童遊園0.27並松公園

0.12船岡城址公園0.20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：5月 21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 0.4）

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

　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。

　

※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

実施内容場　　所時　　間

400ml、200ml 献血
三愛ロジスティクス㈱10：00～ 12：30

ヨークベニマル柴田店14：00～ 16：00
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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／ 19:00 ～ 8:00（毎日）宮城県こども夜間安心コール

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

アイン薬局村田店
　村　田　� 82-1682

おたべ歯科クリニック
　槻　木　� 56-1853

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

6/3
（日）

ひがし薬局大河原
　大河原　� 51-3055

川口歯科医院
　船　岡　� 55-5493

善積医院
　村　田　� 83-2172

甘糟医院
　大河原　� 53-1460

10
（日）

銀座薬局
　船　岡　� 54-2201

槻木中央薬局
　槻　木　� 56-3169

菊池歯科医院
　船　岡　� 57-2950

毛利産婦人科医院
　船　岡　� 55-3509

玉渕医院
　槻　木　� 56-1012

17
（日）

大槻薬局東新町店
　大河原　� 52-0885

もみの木薬局
　船　岡　� 54-3837

大河原歯科医院
　大河原　� 52-2250

かわち医院
　大河原　� 52-3115

村川医院
　船　岡　� 54-2316

24
（日）

ひまわり薬局
　船　岡　� 87-8430

トミザワ薬局船迫店
　船　岡　� 58-1211

こや歯科医院
　船　岡　� 54-5005

永沼整形外科
　船　岡　� 54-2244

ふなばさま医院
　船　岡　� 58-2220

7/1
（日）

さとう調剤薬局
　大河原　� 51-4431

後藤歯科医院
　大河原　� 52-2533

庄司クリニック
　大河原　� 51-3741

町南診療所
　村　田　� 83-5503

8
（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・予防接種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

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
佐藤（郁）先生

平成 22年 11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

6/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付6（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）11（月）

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）

  9:15 ～   9:45平成 23年 6月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（火）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付13（水）

  9:00 ～ 10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）15（金）

  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）

19（火）
12:45 ～ 13:15小屋先生平成 22年 2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

20（水）
12:45 ～ 13:15

板野先生、
小田部（岳）先生

平成 20年 12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 24年 1月生まれの方4か月児健康診査21（木）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付27（水）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付7/4（水）

12:45 ～ 13:15中井先生、川口先生平成 22年 12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 ～ 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）

9（月）

12:45 ～ 13:15村川先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）10（火）

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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