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■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　人気キャラクターショー、おもちゃ体
験、スポーツ教室など魅力のイベントが
盛りだくさん。さらに、飲食コーナーも
充実した楽しさいっぱいの二日間です。葛日時／10月6日（土）10：00～17：00
　　　　　　   7日（日）10：00～16：00葛場所／仙台大学葛内容（予定）／ステージショー（ウル
　トラマン、アンパンマンほか）、おもち
　ゃ体験イベント（バンダイ、タカラト
　ミー、セガトイズほか）、スポーツ体験
　（ゴルフ、サッカー、バスケット、野球
　ほか）など
※入場無料

■問  まちづくり政策課　緯54-2111　まちづくり推進センターでは、市民活動について学ぶ講座を実施します。市民活動
やボランティア活動に興味のある皆さんの応募をお待ちしています。葛期間／11月上旬～平成25年2月　※月1回から2回、平日の19時から21時を基本に開
　催します。葛場所／まちづくり推進センター　　葛テーマ／今、私（私達）にできる市民活動葛講師／大久保朝江氏（NPO法人杜の伝言板ゆるる代表理事、みやぎNPOプラザ館長）葛募集人数／20人　　　葛受講料／無料葛申込期限／10月26日（金）（定員になり次第、締切ります。）
※詳しくは、まちづくり推進センターへご相談ください。

■申  まちづくり推進センター、まちづくり政策課
■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

　町営住宅の入居者を募集します。応募
者多数の場合は抽選になります。葛募集住宅／
　①神山前3-407号(2Ｋ)単身可（4階
　　建の4階）
　②並松9-1号(2Ｋ)単身可（長屋建1
　　階）
※募集住宅の重複申し込みはできません。葛資格／要件がありますので、都市建設
　課に確認ください。葛家賃／住宅および入居者の収入額・家
　族構成などによって異なります。葛入居可能日／12月1日（土）予定葛申込用紙／都市建設課および槻木事務
　所で10月1日から配布します。葛申込期間／10月1日（月）～15日（月）
　8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く。）葛申込場所／都市建設課
※槻木事務所では受け付けできません。

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121  　就業構造基本調査を実施します

　今年の10月診療分から、入院について
の子ども医療費助成対象年齢を小学6年
生から中学3年生（15歳到達日以後最初
の3月31日）まで引き上げます（所得制
限により助成を受けられない場合があり
ます）。
　通院についての子ども医療費助成は今
までどおり小学校就学前までの助成にな
ります。
　医療費助成を受けるためには資格登録
が必要になりますので、詳しくはお問い
合わせください。

■申 ■問  健康推進課　緯55-2114 　米の放射性物質検査を船岡13カ所、槻
木40カ所、合計53カ所で実施した結果、
51カ所で「不検出」、2カ所で10.7 bq/kg、
10.2 bq/kgが検出されました。
　食品衛生法に基づく放射性物質の基準
値100 bq/kgを大きく下回っていること
から、町内で生産された米の安全性が確
認され、出荷などの自粛要請が解除され
ました。
※｢不検出｣とは、放射性物質が存在しない、ま
　たは検出下限値以下であることを示します。
※町外で収穫された米については、その市町村
　に検査結果を確認し、出荷などを行ってくだ
　さい。

■問  農政課　緯55-2122
まちづくり講座受講者募集

子ども医療費助成の
助成対象年齢を　　　
拡大します　　　　　　

　この調査は、就業・不就業の実態を明らかにし、全国および地域別の就業構造に関
する基礎資料を得ることを目的として、10月1日現在で実施します。
　調査の対象となった世帯に統計調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111
町営住宅入居者募集

あした、笑顔になーれ！
2012東北こども博
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　仙台大学の学生とお茶を飲みながら、
気軽に健康について考えてみませんか？葛日時／10月10日～31日の水曜日
　（全4回）14：30～16：00　葛場所／船岡駅コミュニティプラザ（駅
　構内2階）葛内容／○健康講話コーナー　○運動コ
　ーナー　○カフェコーナー 葛対象／柴田町にお住まいの方葛参加費／無料葛持ち物／タオル　※動きやすい服装でお
　越しください。葛その他／申し込みは不要です。当日、
　直接会場にお越しください。

■問  仙台大学地域健康づくり支援センタ
　ー　緯・思55-1304 ●保育所葛入所資格／保育所は、家庭内での保育が困難な場合に、保護者にかわって保育する

　施設です。満6ヵ月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、保護者共に
　町内に住所を有し、保護者が次の①～⑥のいずれかに該当し、家族の方も保育でき
　ない場合に限ります。
①居宅外で労働することを常態としていること。
②居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
③妊娠中であるか、または出産後間がないこと。
④疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
⑤長期にわたり疾病の状態にある、または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族
　を常時介護していること。
⑥震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
●児童館（幼児保育事業）葛入館資格／平成19年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた児童で、保護
　者共に町内に住所を有していること。
※幼児保育事業は、平成25年度末（平成26年3月31日）で廃止となりますので、4歳児の募集
　は行いません。葛申込方法／申込書に必要事項を記入し、希望する保育所・児童館に直接お申し込み
　ください。申込書は10月1日（月）から保育所・児童館・子ども家庭課で配布します。葛申込期間／11月1日（木）～15日（木）8：30～17：00
　（保育所は日曜日・休日を除く。児童館は土、日曜日・休日を除く。）
※保育所の空き待ち入所申込み中の方も、平成25年度の申込みが必要です。

　
■問  上記施設、子ども家庭課　緯55-2115○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／10月4日、11日、25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／10月11日（木）13：30～15：30葛参加費／100円○子どもゆめ基金助成金助成活動　「絵本いっぱい」～佐野ようこ作品のまき～
　絵本の好きな大人と子ども、みんな
寄っておいで！ 葛日時／10月25日（木）15：30～17：00葛参加費／無料　葛後援／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・折り紙などを学びあい、子どもたちに届けよう～葛日時／10月24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）

 第4回とっておきの広場コンサート＆手作り作品展示・販売会
　歌とトークの楽しい音楽祭です。ご家族皆さんでお越しください。葛日時／10月13日（土）開場12：00　開演13：30～15：00　葛場所／とっておきの広場葛入場料／300円　葛出演／佐藤美佐子氏（ピアノ弾き語り）　雲走範子氏（昔ばなし）
 パソコン教室を開催中
　障がいを持っている方やパソコン初心者の方まで、どなたでも大歓迎です。葛日時／毎週月曜日　10：00～12：00　葛場所／とっておきの広場　
■問  とっておきの広場（北船岡・旧羽山児童館）　緯86-3272葛入園資格／町内在住の平成24年4月1日現在で4歳のお子さん葛募集人員／4歳児　1人（抽選）葛申込方法／第一幼稚園で配布する入園願書で申し込みください。葛配布・受付期間／10月2日（火）～10日（水）8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く）
■申 ■問  第一幼稚園　緯55-1136

かふぇDEわくわく
健康づくり

平成25年度保育所・児童館の入所（館）児募集

柴田町立第一幼稚園　平成24年度入園児追加募集
電話番号住　　所施設名募集施設
55-1253船岡新栄2丁目18-1船岡保育所

保育所 56-1332槻木下町2丁目6-31槻木保育所
57-1387西船迫2丁目5-29西船迫保育所
56-3389入間田字外谷地73柴田児童館

児童館 55-1470中名生字西宮前56三名生児童館
52-3703船岡字清住町10-2西住児童館
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○「赤い羽根共同募金運動」
　本年度も10月1日から12月31日までの3カ月間にわたり、宮城県では「子どもたち
の翼になりましょう」をスローガンに共同募金運動が展開されます。皆さまのご協力をよ
ろしくお願いいたします。○点訳講座受講生募集
　葛日時／11月8日（木）10：00～15：00　
　　　　 　11月15日（木）、29日（木）10：00～12：00
　葛場所／しばたの郷土館　　葛募集人数／5人（先着順）
　葛対象／3回の講座すべてに出席できる方で、受講後、継続して活動出来る方。
　　　　　パソコンで簡単な文字入力ができる方。
　葛受講料／無料　　葛申込期限／10月末日（定員となり次第締切り）○子育てサロン「きらら」「みるく」「きらら」　葛日時／10月12日（金）、26日（金）10：00～12：00

※12日は「しばたおもちゃ病院」がオープンしています。
※26日はリースづくりをします。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／10月19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1-1-32）葛参加費／無料○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、活動のたのしさを披露してくださいます。
ぜひ地域福祉センターにみにきてください。葛日時／10月2日（火）13：30～14：00　　葛場所／地域福祉センター（船岡字中島68）葛内容／わくわく元気応援クラブ（レクリェーションダンス）　　葛参加費／無料
※毎月第1火曜日の午後、毎回たのしい企画をしております。

一緒に遊ぼう　～保育所のお友達と遊びましょう♪～
　槻木保育所の子どもたちと一緒に遊びの交流をします。葛日時／10月23日（火）9：45～11：00　　葛場所／槻木保育所葛対象／1歳～就学前のお子さんと保護者　　葛持ち物／下足を入れるビニール袋葛募集人数／20組　　葛申込期限／10月16日（火）
　
　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／10月11日（木）9：45～11：30　　葛場所／槻木生涯学習センター葛テーマ／「リトミックをしよう！」　　葛対象／就学前の子どもと保護者
※事前の申し込みは不要です。　※保健師の健康相談もあります。

　
　1歳児の親子のための楽しいイベントです。ぜひ参加して、親子のきずなを深めた
り、おともだちを作ったりして子育てのヒントをつかみませんか?!葛場所／船岡生涯学習センター　葛対象／1歳児（平成24年4月1日現在）と保護者葛募集人数／15組程度　　葛参加費／無料　　葛申込期限／10月19日（金）

■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　☎54-4040移動なかよし広場 　楽しいコーナーやおいしいコーナーが
いろいろあります。小学生や乳幼児の親
子ならどなたでも参加できます。葛日時／10月20日（土）9：00～11：45葛場所／船迫児童館葛持ち物／おわん、箸、リュック、帽子、
　下足入れ（ビニール袋）
※乳幼児は、保護者同伴でご参加ください。
　雨天時は、小学生のみの参加となります。
※駐車場はありません。自転車か徒歩で来館
　してください。

■問  船迫児童館　緯54-5541葛日時／10月28日（日）10：00～11：30葛場所／仙台大学サッカー・ラグビー場葛内容／ボールを使って感覚ゲーム
　鬼ごっこ、ボールタッチなど、親子で
　楽しく体を動かします。葛対象／4・5歳児と保護者葛指導／宮城県サッカー協会キッズ委員会葛募集人数／50組（100人）葛参加費／無料葛持ち物／○運動に適した服装・運動靴
　○飲み物　○タオル葛申込期限／10月13日（土）
■申 ■問  スポーツ振興室　緯55-2030
　一般社団法人さくら青年会議所では、
国際交流事業としてホームステイを実施
します。留学生を受け入れるホストファ
ミリーを募集しますので、この機会に国
際交流をしてみてはいかがですか。葛受入日程／11月10日（土）～11日（日）葛内容／東北学院大学留学生を1泊2日
　の日程で受け入れていただきます。留
　学生受け入れ1人につき、3,000円を補
　助します。葛募集期限／10月20日（土）
■申 ■問  一般社団法人さくら青年会議所指
　導力開発委員会
　（山家）
　（阿部）

みんなあつまれ  ふなばさま
じどうかんまつり

2012スポーツフェスティバルin柴田キッズ・サッカー遊び
ホストファミリーを募集します

『にこにこ　ワールド2012』参加親子追加募集！
講　　　師日　　　時イベント

幼児体育研究所（仙台支部）10月26日（金）10：00～11：30｢親子ふれあい体操教室｣

柴田町子育てサポーター11月17日（土）10：00～11：30音楽と劇｢みんなおいで！｣
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　今年もやります！わが町の食の祭典へ、
どうぞお越しください。葛日時／10月14日（日）10：00～16：00
※雨天決行（荒天中止）葛場所／観光物産交流館さくらの里前葛内容／地元の飲食店（20店舗ほど）が
　出店。各店舗が工夫を凝らし、創作・
　発掘した「Ｂ級グルメ」をご堪能くだ
　さい。葛価格／300円～500円程度
〇当日シャトルバス運行（船岡城址公園
　下駐車場～会場）
※大会ボランティアスタッフ募集中！　

■問  柴田町商工会青年部 Ｂ級グルメフェ
　スティバル事務局　緯54-2207 　柴田町の地場産業・産品を広く紹介する場を設け、商工業者、農業者も含めた農商

工連携による新たな産業の創出を目指し開催します。また、エコライフの推進を目指
し、住民活動団体、事業所、行政の環境への取り組みを広く紹介します。葛日時／ 10 月21 日（日）10：00 ～ 15：30　※小雨決行（雨天中止）葛場所／船岡小学校（体育館・校庭）葛内容／○町内企業の製品展示　○各種出店　○飲食コーナー　○木製品工作教室　
　○模擬上棟式　○紙ヒコーキ大会　○自動車のオークション　○さんまのつかみ取
　り　○イベント（ちびっ子）　コーナー　○エコライフ推進会議紹介コーナー（廃綿
　布、廃食油回収等）　○チャリティーお楽しみ大抽選会など
　　ステージコーナーでは、司会の佐々木真奈美さん（TBC東北放送パーソナリテ
　ィ）が歌も披露します。詳しくは事務局までお問い合わせください。

■問  しばた産業フェスティバル実行委員会事務局（柴田町商工会）　緯 54-2207
　柴田町エコライフ推進会議事務局（町民環境課）緯55-2113葛日時／10月13日（土）9：00～16：00

　　　 　10月14日（日）9：00～15：00葛場所／槻木生涯学習センター
○芸能発表（ステージ発表  13日）
舞踊、民謡、琴、ダンス、コーラス　
歌謡など

○展示 (13日・14日)
陶芸、手芸品、盆栽、フラワーアレン
ジメントなど

○バザー（14日）
　槻木婦人会によるバザー
○即売（13日・14日）
産直会などによる野菜、木工品などの
即売、

■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997 　里山ハイキングコースを歩きながら、しばたの自然を満喫しませんか。

　
※各コースとも所要時間は約3時間です。葛募集人数／各30人（先着順）　　葛参加費／無料葛持ち物／飲み物、軽食、鈴、ラジオなど　※里山を歩けるような服装で参加ください。葛申込期限／10月20日（土）
■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　紅葉を楽しみながら歩きませんか。詳
しくは、お問い合わせください。葛開催日／10月7日（日）※雨天中止
※船迫生涯学習センター(6：30)集合葛内容／中央蔵王縦走
　蔵王レストハウス駐車場～熊野岳～地
　蔵岳～ドッコ沼葛対象／5時間程度歩ける方葛参加費／2,500円（保険料込み）葛申込期限／10月5日（金）
■申 ■問  桜山遊会（星）　

葛開催日／10月27日（土）・28日（日）葛場所／槻木生涯学習センター葛展示の部／27日（土）9：00～16：00
　　　　　　 28日（日）9：00～15：30
　○作品／盆栽、野草、菊花、書道、油絵、
　　水墨画、水彩画、拓本、写真、陶芸葛芸能の部／28日（日） 
　開場9：00　　開演 9：20
　○ステージ発表／和太鼓、詩吟、民謡、
　　舞踊、歌謡、尺八、神楽、謡曲など

　葛日時／10月7日（日）13：30～16：00葛会場／船迫生涯学習センター
■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学
　習センター内）　緯56-1997 　県が行う食の安全安心に関するアン

ケートへの協力や研修会をはじめとした
各種行事への参加、県に対する食の安全
安心に関する提言をしていただける方を
モニターとして募集しています。
　県内にお住まいの満18歳以上で、食の
安全安心について関心を持ち、無償で参
加できる方であればどなたでも登録でき
ます。
※登録申込書は下記ホームページよりダウン
　ロードできます。

■申 ■問  宮城県環境生活部食と暮らしの安
　全推進課食品企画班　緯022-211-2643
　Eメール　syokua@pref.miyagi.jp
　http://www.pref.miyagi.jp/shoku-k/
　kikaku/monitor/monita.htm

第2回

 しばたＢ級グルメフェスティバル

町民ふれあい登山中央蔵王縦走参加者募集

槻木地区ふるさとまつり

「晩秋の野山を歩こう」　
②猪倉山コース①鐙摺（あぶずり）山コースコース名
11月15日（木）

集合8：45　出発9：00
11月2日（金）

集合8：45　出発9：00日　　時

富上農村公園（むつみ学園隣）農村環境改善センター集合場所

柴田町文化協会文化祭
第 5回展示発表会　  
第35回芸能発表大会入場無料

第30回町民ダンスパーティー入場無料

宮城県からのお知らせみやぎ食の安全安心消費者モニター募集

第4回しばた産業フェスティバル〜柴田町環境フェア同時開催〜
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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。

　葛時間／9：30～12：00、13：00～15：30　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●ゆるりん学童クラブ
　おもしろ科学教室、お昼はとん汁とおにぎり作りです。葛日時／10月20日（土）9：30～13：00　　葛場所／船迫公民館　葛対象／小学1年生～6年生　　葛募集人数／30人葛参加費／300円　　葛持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具10月の開催日・イベント子育てひろば（場所） ・毎週月・火・水曜日ゆるりんひろば（イトーチェーン船岡店向かい） ・毎週木曜日・おもちゃ病院　11日（木）　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（新栄集会所）

　ギャラリー展示案内　○船岡中学校写真美術部展　テーマ：自分世界～マイワールド～　
　部活動目標に「十人十色」を掲げ、自分たちにしか出せない色を作り上げよ
うと、日々制作に励んでいます。今回は独自の世界感を表現しようと試行錯誤
しながら描きました。たくさんの方に見てもらえると嬉しいです。葛展示期間／10月7日（日）15：00まで○「オアシス」写真展
　河北新報船岡販売所で発行している地域情報紙「オアシス」の20周年を記念
し、これまでに掲載した中から厳選したパネル写真を展示します。20年の歴史
をご覧下さい。葛展示期間／10月8日（月）～21日（日）　※最終日は15：00まで○第2回みやぎ蔵王三十六景図画コンクール展
　仙南地域の小学生が描いた、みやぎ蔵王三十六景や仙南地域の美しい景観、
後世に残したい食文化や伝統行事をテーマにした作品を展示します。葛展示期間／10月23日（火）～11月4日（日）　※最終日は15：00まで

　列車の安全運行の確保と関係設備の適切な保守を行うため、線路敷内の雑草を抑制
する除草剤の散布を行います。作業は、沿線の皆さんにご迷惑をお掛けしないよう専
門家を配置して慎重に散布します。ご理解をお願いいたします。葛散布期間／10月上旬～11月上旬（雨天や強風時は延期）　　葛散布時間／夜間葛散布範囲／ＪＲ東北本線（貝田～岩沼）　※線路内の雑草繁茂部分葛除草剤の種類／ハイバーＸ水和剤、サーベルＤＦ、フレピオン液剤
■問  ＪＲ仙台保線技術センター　緯022-262-0350ＪＲ東北本線の線路敷きに除草剤を散布します
■開館時間／10：00～18：00　　■10月の休館日／1日、9日、15日、22日、29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
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平成25年成人式
　再就職に向けた職業訓練を実施します。葛訓練期間／11月29日（木）～平成25年
　5月31日（金）葛場所／ポリテクセンター宮城名取実習場葛コース名／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
　保全技術科葛募集人数／各15人葛受講料／無料（テキスト代自己負担）葛申込方法／大河原公共職業安定所にて
　申し込み。葛申込期間／10月1日（月）～25日（木）
■問  ポリテクセンター宮城名取実習場訓
　練課　緯022-784-2820
　利用者の皆さまの利便性やサービスの
向上を図るため、大河原公共職業安定所
の庁舎を移転することになりました。葛新庁舎での業務開始日／10月9日（火）葛移転先／大河原町大谷字町向126-4　
　オーガ（Orga）1階葛電話番号／53-1042葛開庁時間／8：30～17：15（土・日曜日、
　祝日、年末年始を除く）

■問  宮城労働局職業安定部職業安定課
　緯022-299-8061

葛日時／平成25年1月13日（日）10：00～葛場所／船岡中学校体育館
　町内にお住まいの新成人の皆さまへの
式典案内状は、郵送でお届けします。
　なお、町内に住所のない方で町の成人
式に出席を希望される方は、11月16日
（金）までにご連絡ください。

■申 ■問  生涯学習課  緯55-2135  思55-2132
　Eメールsocial-edu@town.shiba
　ta.miyagi.jp

　船迫生涯学習センター「誰でもふける
口笛教室」の教室生を中心とした楽しい
口笛発表会です。入場は無料です。葛日時／10月13日（土）10：00～葛場所／船迫生涯学習センター葛特別演奏／磯木恒憲氏（講師）
　髙木満理子氏（2010国際口笛コンクー
　ル女性の部3位）

■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011
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）10月 7日（日）9：00～16：00 10月21日（日）9：00～16：00 　入間田テニスコート 10月14日（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10月23日（火）19：00船岡公民館  体育館・野外運動場調整会議10月24日（水）19：00 船岡公民館
　
 
月 
分
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※お知らせ／平成23年10月２日から使用休止としていた船岡体育館の改修が完了しました。使用希望の方は体育館・野外運動場調整会議にご出席ください。
　■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／10月21日（日）毎月第3日曜日　　　○…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24年10月分） 31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　日・曜日区分　　　　 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月 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

　柴田町の歴史書である柴田町史を基に学習会を開催します。日々の暮らしを抜け
出し、幕末にタイムスリップしてみませんか。また、歴史的価値のある建造物など
の場所を訪れます。葛日時・テーマ／葛場所／しばたの郷土館　　葛募集人数／20人　　葛講師／日下龍生氏葛申込期限／10月12日（金）葛日時／10月6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。葛参加費／400円　　葛対象／小学4年生以上　　葛協力／柴田町トンボ玉愛好会柴田町史探訪

公共職業訓練
ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーククククククククククククククククククククク大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁庁舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎舎移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移移ハローワーク大河原庁舎移転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転転のお知らせ

テ　ー　マ日　　時

「柴田町幕末維新の群像」10月26日（金）13：30～15：001回目

「柴田町の文化財」　　　11月16日（金）13：30～16：002回目

10月のトンボ玉体験会

「口笛吹きたちの小さな
コンサート」を開催します  
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柴田町食育推進大会を開催します

　町民一人一人のスポーツ活動への参加
意欲を高め、生涯を通じてスポーツ・レ
クリエーションに親しむ町民生活のより
一層の充実を図り、地域住民や地域自治
組織との「絆」を深めることを目的に開
催します。ぜひご参加ください。葛日時／11月23日（金）8：30～葛場所／船岡小学校体育館葛競技人数／競技に参加する1チームの
　選手は6人（登録は10人以内）葛競技種目／
　①フリーの部（20歳以上）
　②シニアの部（60歳以上）
※両種目ともに男女混合可で、各行政区1チ
　ームずつの出場としますが、同一人物のダ
　ブルエントリーはできません。葛申込方法／行政区長宅に参加申込書が
　ありますので、直接区長へ申し込みく
　ださい。葛申込期限／10月31日（水）葛参加費／無料葛その他／参加者全員に一日傷害保険が
　掛けられ、参加賞もあります。

■問  スポーツ振興室　緯55-2030
　「食」は楽しみであり健康のもとです。食べることの楽しさを体験しませんか？
ぜひご来場ください。葛日時／10月13日（土）10：00～14：00　　葛場所／しばたの郷土館葛内容／○野菜たっぷり！親子のアイディア料理レシピコンテスト（町内の小学生が
　考えた野菜料理レシピを展示します。また、入賞された方を表彰します）　○お話
　し会食の絵本読み聞かせ、ブックトーク　○食に関する本の展示（図書館内）　○簡
　単・おいしい！おやつ手作り体験（ぎょうざの皮でピザを作って試食します。手作
　りグミの試食とレシピあり）　○食育クイズ　○歯の健康コーナー　○野菜折り紙
　づくり　○スタンプラリー（先着順で景品あり）

■問  健康推進課　緯55-2160
　生徒の作品展示や各学部のステージ発
表など、楽しい催しがいっぱいです。葛日時／10月27日（土）9：45～14：00葛場所／県立角田支援学校葛内容／ステージ発表、作品展示、作業
　学習作品などの即売（タイルコースタ
　ー、ぼこぼこ座布団、鍋敷、本棚、チー
　ズケーキなど）、遊びのコーナー

■問  県立角田支援学校　緯63-2555
　ひとりで参加する人が8割以上、初めて海外へ行く人が7割以上の参加なので、事
前研修会では仲間作りから丁寧に指導します。葛期間／12月24日（月）～1月2日（水）［7日～10日間］葛内容／ホームステイ、クリスマス体験、文化交流、地域見学、野外活動など葛派遣先／オーストラリア・サイパン・フィジー・カンボジア葛対象／小学3年生～高校3年生葛参加費／228,000円～358,000円（別途、共通経費30,000円）葛申込期限／11月5日（月）
■申 ■問  （財）国際青少年研修協会　緯03-6459-4661　思03-6459-4633

　ひとり親家庭などの生活の安定と、子
どもの福祉の増進を図ることを目的とし
て支給される児童扶養手当の支給要件に、
平成24年8月から「父または母が裁判所
からのＤＶ（暴力）保護命令を受けた子
ども」が加わりました。詳しくはお問い
合わせください。

■問  子ども家庭課　緯55-2115
小学生から高校生のための冬休み海外派遣平成24年度　各種町民大会結果のお知らせ

●第37回町民ラージボール卓球大会　　9月8日（土）　船岡体育館　　44人参加
第3位準優勝優　勝区　　分

藤田　浩三大沼　宏之鈴木　　好男子シングルス1部
加藤　春治大槻　文悟富樫　暁夫中村　勝彦男子シングルス2部
平間　孝子田中八重子佐藤　佳子及川　洋子女子シングルス
中村　勝彦
杉本　五郎

富樫　暁夫
杉本ニチ子

大槻　文悟
中島　幸子

千葉　　盛
笠松　　忠混合ダブルス

●第9回町民バドミントン大会　8月12日（日）　船岡中学校体育館　　42人参加
第3位準優勝優　勝区　　分

菅野　貴仁
内山　裕士

菊地　　学
山尾　哲哉

阿部　貴弘
小林　貴志ダブルス1部

佐藤　正二
岩崎　佳正

秋保　睦美
浅野　敦子

青沼　正人
斎藤つい子ダブルス2部

大宮　静雄
小林　廉彦

村山　琢也
佐久間英典

三瓶　　彬
武山　昭彦

斎藤　真希
佐々木幸子ダブルス3部

長谷川　清
鎌田　文雄

鈴木いく子
林　　　等

結城　郁夫
升澤　正孝ダブルス4部

平間　正実
斎藤　雄一

斎藤　　修
近江のり子

及川　孝明
後藤　　弘ダブルス5部

■問  スポーツ振興室　緯55-2030
第27回 かくよう祭

児童扶養手当の支給要件が一部改正されました
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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 10月 2日㈫関根　朝成生　　活 10月 9日㈫佐藤由美子 10月16日㈫近江　宣男 10月23日㈫鈴木　照雄 10月30日㈫関根　朝成 11月 6日㈫佐藤由美子
■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 10月 3日㈬大友　勝彦人　　権 10月10日㈬木島　基子 10月24日㈬渡邊みち子 10月31日㈬渡邊みち子 11月 7日㈬木島　基子
■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  町民環境課　☎55-2113

　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）葛日時／11月9日（金）10：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所葛申込期限／10月26日（金）
■予 ■問  健康推進課　緯55-2160 　総務省では、行政相談制度の利用をより一層促進するため、この一週間を「行政相

談週間」と定め、全国一斉に各種の行事を実施します。
　行政相談は、国の仕事やサービス、各種制度の手続きなどに関し、困っていること
や要望したいことについて相談に応じ、その解決の促進を図るものです。
　今月は、下記総合相談を行政相談週間事業として開催します。また人権・生活・消
費生活相談も行いますので、お気軽にご相談ください。葛日時・場所／
　○10月17日（水）10：00～15：00　柴田町保健センター　4階　軽運動場
　○10月19日（金）10：00～15：00　槻木生涯学習センター　1階　ホール葛行政相談委員／手代木文夫、大宮照夫
■問  町民環境課　緯55-2113葛内容／相続、遺言、成年後見制度など民事上の権利義務、家庭内の諸問題
※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。
宮城県行政書士会　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  宮城県行政書士会仙南支部　緯59-3277葛日時／10月20日（土）10：00～15：00　　葛場所／槻木生涯学習センター葛内容／離婚、遺産分割、親権者の指定または変更、家庭問題、金銭、土地・建物、
　クレジット・サラ金、交通事故、近隣関係などの問題　※予約不要。秘密は厳守されます。

■問  大河原調停協会事務局（仙台地方裁判所大河原支部内）　緯52-2101
　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
別相談を実施します。一人で悩まずに、
お気軽に相談してください。葛日時／10月17日（水）、平成25年1月
　16日（水）13：00～14：00葛場所／県仙南保健福祉事務所（大河原
　合同庁舎内）葛内容／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。葛相談料／無料　※事前予約が必要です。
■予 ■問  仙南保健福祉事務所母子・障害第一
　班　緯53-3132 　宮城県労働委員会では、「個別労使紛

争あっせん制度」を行っています。個別
労使紛争あっせん制度では、解雇、賃下
げ、パワハラなど労働関係をめぐる労働
者と事業主との間の紛争について、公益、
労働者、使用者の立場を代表する3人の
あっせん員が、当事者間の話し合いによ
る紛争の解決を支援します。費用は無料
です。労使間のトラブルで困っている労
働者、事業主の方はこの制度の利用につ
いてお気軽に相談してください。

■問  宮城県労働委員会事務局  緯022(211)3787
　http：//www.pref.miyagi.jp/tiroui/

相　談　日相談区分 毎週㈪㈫㈭家庭児童

行政相談週間に伴う総合相談 
今月は、毎月第４水曜日に開催していた行政相談を、下記日程に変更して開催します 
行政、人権、生活、消費生活相談相　談　日相談会場 10月17日㈬ 10:00～15:00柴田町保健センター４階軽運動場 10月19日㈮ 10:00～15:00槻木生涯学習センター１階ホール

場　　所日　　時
白石市ふれあいプラザ（白石市字本町27）10月 6日（土）13：00～15：00
角田市　角田駅コミュニティプラザ2階10月20日（土）13：00～16：00
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【１次試験】　葛実施日／12月15日（土）10：00～　　　葛場所／仙南地域広域行政事務組合総合庁舎3階会議室
　　　　　　葛内容／教養試験、各種検査、作文試験
【２次試験】　第1次試験合格者に通知します。
【申込方法】　毅仙南地域広域行政事務組合総務課から所定の申込用紙の交付を受けて申し込む。
　　　　　　毅下記ホームページから申込用紙をダウンロードして申し込む。
【受付期間】　10月15日（月）～11月14日（水）必着

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　緯52-2628　　http://www.az9.or.jp/ 
　助産師・看護師、診療放射線技師、診
療検査技師、薬剤師、管理栄養士を募集
いたします。葛職種・採用予定人数／助産師・看護師
　：20人、それ以外の職種：若干名葛受付期間／10月31日（水）葛試験日／11月11日（日）助産師・看護師
　11月18日（日）診療放射線技師、診療
　検査技師、薬剤師、管理栄養士葛問い合わせ時間／平日8：30～17：00
■問  みやぎ県南中核病院総務課人事係
　緯51-5500㈹内線2010
　Eメール：jinji@southmiyagi-mc.jp

　国民年金には、保険料を納めることが困難な場合に、保険料の納付が免除される制
度があります。特に退職（失業）により納付が困難な場合には、特例免除が申請でき
ます。
　免除に該当するには、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定以下である必要があ
りますが、退職（失業）による特例を利用する場合には、離職した方の前年所得は除
外されますので、免除に該当しやすくなります。
　特例免除は、申請する年度または前年度に退職（失業）した方が対象となります。手
続きは、年金手帳、認印（本人が署名する場合は不要）、雇用保険受給資格者証または
離職票を準備し、市町村の国民年金窓口で行ってください。
○病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺
　族年金など万一の年金請求の際、免除期間については、未納期間と異なり支給対象
　の期間とされます。
○免除期間の保険料は、納付月から10年間であれば、再就職後などに納めることがで
　きます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付す
　るときは経過期間に応じて、当時の金額に加算額が上乗せされます。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113、健康推進課　緯55-2114
○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】毅就業：除草、 剪定 、障子・ 襖 ・網戸張せんて い  ふすま

　り替え、家事援助、清掃、簡易的な大
　工・塗装作業など毅その他：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  公益社団法人 柴田町シルバー人材
　センター　緯58-7400　都市計画区域マスタープラン見直しなどに関する説明会・公聴会を開催します。葛日時／

　葛場所／大河原合同庁舎201会議室葛対象市町／白石市、角田市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町
※公述の申し出がない場合、公聴会は開催しません。中止の場合は宮城県のホームページでお知
　らせします。

■問  宮城県都市計画課　緯022-211-3134、都市建設課　緯55-2121
国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年　国民年金金金金金金金金金金金ににににににににににははははははははははには失失失失失失失失失失業業業業業業業業業業失業にににににににににによよよよよよよよよよるるるるるるるるるるによる特特特特特特特特特特例例例例例例例例例例免免免免免免免免免免除除除除除除除除除除特例免除ががががががががががあああああああああありりりりりりりりりりままままままままままがありますすすすすすすすすすす

仙南地域の都市計画変更に関する説明会・公聴会

みやぎ県南中核病院からのお知らせ

柴田町シルバー人材センター
公　　聴　　会説　　明　　会

10月22日（月）19：00～10月11日（木）19：00～

仙南地域広域行政事務組合職員を募集します（2次募集）
受　　験　　資　　格採用予定人数職　種試験区分

昭和58年4月2日から平成7年4月1日までに生まれ、機械ま
たは建築に関する専門課程を修めて卒業または平成25年3月末
日までに卒業見込みの人

若干名行政
（機械または建築）初　級

（高等学校卒業程度）

平成元年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人若干名行政
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　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？　直接
会場へお越しください。（予約不要）葛日時／10月12日（金）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！葛持ち物／母子健康手帳、筆記用具
■問  健康推進課　緯55-2160 　歯や歯茎の病気予防、早期発見のため成人歯科健康診査を実施しています。対象者

の方には個別に通知を送付しています。通知が届かない場合は、10月12日（金）まで
にご連絡ください。受診券がないと受診できません。葛健診期限／10月31日（月）　　葛自己負担料／1,000円葛健診方法／個別歯科健康診査（町内の歯科医院に予約の上、受診してください）葛健診内容／歯周病・むし歯の有無、入れ歯の適合具合の確認など葛対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方　※年齢は、平成25年3月31日現在です。
■問  健康推進課　緯55-2160

　柴田町商工会では、毎年10月14日前
後に「命尊し」という意味で献血の協力
を行っております。輸血を待っている方
のために、皆様のご協力をお願いします。葛日時／10月15日（月）9：30～13：00、
　14：00～16：00葛場所／㈱サカモト駐車場葛実施内容／400ml、200ml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。葛協力／柴田町商工会
■問  健康推進課　緯55-2160
　障害のある人への虐待を禁じた障害者
虐待防止法が平成24年10月から施行さ
れます。この法律では、障害者虐待を
「養護者（家族）」「福祉施設従事者（支援
者）」「使用者（事業主）」から「身体的虐
待」「ネグレクト（養育放棄）」「心理的虐
待」「性的虐待」「経済的虐待」を受ける
こと、と規定しています。虐待が疑われ
る時には、町へ通報してください。

■問  福祉課・障害者虐待防止センター
　緯55-5010 葛日時／10月6日（土）13：00～16：00葛場所／名取駅コミュニティプラザ葛対象／オストメイト（人工肛門・膀胱

　保有者）および家族の方葛内容／術後のケア、ストマ用装具、社
　会生活、福祉制度などに関する相談葛講師／宮城県立がんセンター　看護師
　鈴木藤子 氏

■問  ㈳日本オストミー協会宮城県支部　
　緯・思0228-32-4234　　ドライバーのみなさん、車の点検や整

備をきちんと行っていますか。愛情こま
やかな点検や整備が、人も車も環境も守
ります。自動車の点検や整備について、
下記ホームページで詳しくわかります。

■問  宮城運輸支局検査整備保安部門
　緯022(235)2513
　www.tenken-seibi.com

　国民健康保険または宮城県後期高齢者医療保険の加入者で、「一部負担金等免
除証明書」をお持ちの方（原発事故による被災者を除く。）の一部負担金免除の有
効期限を、平成24年9月30日から平成25年3月31日に延長します。（原発事故
による被災者は平成25年2月28日までとなります。）
　これに伴い、新しい「一部負担金免除証明書」を、9月下旬に郵送しています。
医療機関等で一部負担金の免除を受ける場合は、必ず「被保険者証」と新しい
「一部負担金免除証明書」を提示してください。
※ほかの健康保険に加入している方の取り扱いについては、保険証を交付している保険者
　に確認してください。

■問  健康推進課　緯55-2114
　東日本大震災で被災し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」をお持ちの
方（原発事故による被災者を除く）の有効期限が、平成24年9月30日から平成
25年3月31日に延長されました。
　これに伴い、新しい「認定証」を9月下旬に郵送しています。10月以降に介護
保険サービスを利用する際は、必ず「被保険者証」と新しい「認定証」をサービ
ス事業者に提示してください。
※原発事故による被災者の「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」は平成25年2月28
　日までの有効期限で交付をしていますので、引き続きその認定証を使用してください。

■問  福祉課　緯55-2159障害者虐待防止法が10月から施行 されます

東日本大震災により被災した被保険者に係る医療費の一部負担金免除期限の延長について

東日本大震災により被災した被保険者に係る介護保険サービス利用者負担額免除期限の延長について

2012自動車点検整備推進運動10月は強化月間です
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（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：9月18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

0.07船迫生涯学習センター0.09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：9月19日（水）】

測定値測定値測定値
0.13西住小学校0.14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

0.10槻木中学校0.15船迫中学校0.13船岡中学校

0.08たんぽぽ幼稚園0.16浄心幼稚園0.09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：9月20日（木）】

測定値測定値測定値
0.11西船迫保育所0.15槻木保育所0.11船岡保育所

0.16西住児童館0.16三名生児童館0.12柴田児童館

※毎週1回測定0.11むつみ学園0.19船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：9月24日（月）】

測定値測定値測定値
0.18剣崎公園0.14白幡児童遊園0.10並松公園

0.11船岡城址公園0.20舘前緑地0.20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：9月14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、農政課（農産物）　☎55-2122

　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／10月9日（火）、23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）葛日時／10月9日（火）、23日（火）
　13：00～15：00葛場所／ 県仙南保健所
※電話での相談は随時行っています。

■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

　今年度の健診結果はいかがでしたか。
「こんな結果が届いたけど、どうしたら
いいの？」そんな方はお申し込みの上、
ぜひご参加ください。町の栄養士・保健
師が個別で相談に応じます。葛開催日／10月22日（月）葛場所／保健センター　1階葛相談時間／一人あたり45分程度
　①9：30～　②10：30～　③13：00～
　④14：00～　⑤15：00～
　　お申し込みの際、希望の時間をお話
　しください。葛対象／平成24年度特定健康診査を受
　けた40歳から64歳の方（社会保険被
　扶養の方も含む）葛持ち物／①特定健康診査結果通知表
　②筆記用具　③眼鏡（必要な方）葛申込期限／10月16日（火）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160

（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9月6日みずな

※検査は宮城県農林水産部
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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10/3㈬
  9：15～    9：45平成23年10月生まれの方1歳お誕生相談（計測、栄養、歯みがきなど）4㈭

12：45～13：15中井先生、
佐藤（郁）先生平成23年3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5㈮

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付
10㈬

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

  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）15㈪

12：45～13：15小屋先生平成22年6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）16㈫

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付
17㈬

12：45～13：15板野先生、
小田部（岳）先生平成21年4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

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）19㈮
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付24㈬
12：45～13：15伊藤先生平成24年5月生まれの方4か月児健康診査25㈭
  9：00～10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）30㈫
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付31㈬

12：45～13：15本多（愛）先生、
川口先生平成23年4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11/2㈮

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付7㈬

※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

ペガサス薬局
　大河原　☎87-6097

銀座薬局
　船　岡　☎54-2201

和野歯科医院
　船　岡　☎55-5126

さくらの杜診療所
　大河原　☎51-4625

町南診療所
　村　田　☎83-5503

10/7
㈰

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

あいはら歯科医院
　大河原　☎53-8138

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

8
㈪

すずらん薬局
　船　岡　☎57-1322

仙台調剤大河原店
　大河原　☎51-4040

安藤歯科医院
　大河原　☎53-2348

船岡今野病院
　船　岡　☎54-1034

さくら内科消化器科
　大河原　☎53-5151

14
㈰

仙台調剤大河原西店
　大河原　☎51-4011

村田調剤薬局
　村　田　☎83-5641

飯淵歯科医院
　槻　木　☎56-1026

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

山田医院
　村　田　☎83-2088

21
㈰

川田薬局
　船　岡　☎59-2777

村上薬局
　大河原　☎52-4275

としみ歯科クリニック
　大河原　☎52-8143

宮上クリニック
　船　岡　☎55-4103

日下内科医院
　大河原　☎52-1058

28
㈰

かみまち薬局
　槻　木　☎58-7380

船岡調剤薬局
　船　岡　☎58-1189

乾歯科医院
　槻　木　☎56-2766

大沼胃腸科外科婦人科
　槻　木　☎56-1441

太田内科
　船　岡　☎55-1702

11/3
㈯

ひばり調剤薬局
　大河原　☎52-8686

ホシ薬局
　大河原　☎52-1127

いのうえ歯科医院
　大河原　☎53-8020

大河原整形外科クリニック
　大河原　☎51-1502

安藤医院
　大河原　☎52-1123

4
㈰

関谷薬局
　大河原　☎52-2133

調剤薬局船岡店
　船　岡　☎55-2776

内田歯科医院
　船　岡　☎57-1818

高沢外科・胃腸科
　船　岡　☎57-1231

佐藤内科クリニック
　船　岡　☎54-3755

11
㈰

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…

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

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。
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