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広報しばた・お知らせ版・第709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）
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■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　来春の観光シーズンに向けて、住民の
皆さんとの協働活動として船岡城址公園
にさまざまな花や木を植栽します。どな
たでも参加できますので、ぜひご協力を
お願いします。葛日時／11月3日（土）9：30～11：30
　　　　（小雨決行）葛集合場所／船岡城址公園（旧勤労青少
　年ホーム前）
※作業しやすい服装で集合してください。葛持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ葛その他／団体で参加される場合は、事
　前にまちづくり政策課へご連絡ください。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111　高齢者介護の問題は、家庭ごとに複雑な事情があります。介護する側、される側そ
れぞれの気持ちや親子関係の視点から、介護や高齢者虐待について理解する内容です。
この講演会は、柴田郡内の四町合同で行います。ぜひご参加ください。葛日時／11月7日（水）13：30～15：00（受付13：00～）葛場所／仙南芸術文化センター（えずこホール）大ホール葛講師／臨床心理士　高橋典子 氏（宮城県臨床心理士会会長）葛参加料／無料
■問  柴田町地域包括支援センター　緯86-3340

　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、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。葛日時／11月12日（月）～14日（水）
　　　　9：00～15：00葛場所／柴田町総合運動場駐車場葛対象／地震によって破損した廃瓦とブ
　ロック類のみ

■問  町民環境課　緯55-2113葛日時・場所など／
　葛内容／地震、台風や豪雨等に備えて、町民一人ひとりが日頃から取り組む自主防災
　活動を再認識するとともに、更なる地域防災力の向上を目的に開催します。葛講師／仙台市宮城野区福住町内会長　菅原康雄 氏（菅原動物病院院長）
※お越しの際は、駐車場に限りがあるため、車の乗り合わせなどにご協力をお願いします。

■問  総務課　緯55-2111
　7月1日から始まりました家庭ごみの有料化により、「旧指定ごみ袋」は資
源ごみ袋として使用可能でしたが、10月31日（水）でその経過措置が終了
になります。11月からは、「新しい資源ごみ袋」を利用してください。
　皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

■問  町民環境課　緯55-2113、仙南地域広域行政事務組合　緯52-2870
高齢者権利擁護講演会高齢者を介護する家族の気持ち ～養護者への支援～

出来るだけ行政に頼らない地域力
～ 隗 より始めよ～  防災講演会を2会場で開催!!

かい

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の追加受け付けを行います。対　　　象場　　　所日　時

主に船岡地区の町民船岡生涯学習センター
10月28日（日）
10：00～12：00

①

主に船迫地区の町民船迫生涯学習センター
10月28日（日）
14：00～16：00

②

みんなでつくる花のまち柴田
「花咲山植栽会」の実施
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　断っているのに、訪問販売や電話勧誘
業者から何度も勧誘されて困った経験は
ありませんか。特定商取引法では、訪問
販売や電話勧誘販売において一度断った
後の再勧誘は禁止されています。
 業者の義務
1．勧誘に先立って会社名、担当者名、勧
　誘目的、勧誘商品を告げること。
2．勧誘を受ける意思があるかどうか確
　認すること。
3．契約しない意思表示をした人に対し
　て、再度勧誘することの禁止。同一会
　社のほかの担当者の場合も禁止。

■問  町民環境課（消費生活相談）  緯55-2113 　地場産業や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、産業フェスティバルを開催します。町のごみ問題・
環境問題に取り組む柴田町エコライフ推進会議が中心となり、環境フェアを同時開催
します。ぜひお越しください。葛日時／10月21日（日）10：00～15：30　※小雨決行（雨天の場合中止）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、木製品工作教室、模擬上棟式（もちまき）、
　紙ヒコーキ大会、中古自動車展示即売会、サンマつかみ取り、ベガルタ仙台グッズ
　展示販売、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
　回収など）、お楽しみ大抽選会など楽しいイベントが盛りだくさん。このほか、当日
　は、はなみちゃんとむすび丸が登場します。ステージでは、ＴＢＣ東北放送パーソ
　ナリティ佐々木真奈美さんを司会に迎え、歌も披露していただきます。

■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（町民環境課）緯55-2113訪問販売・電話勧誘販売での

再勧誘は禁止されています！

第4回しばた産業フェスティバル  ～環境フェア同時開催～

　太陽の村にある望遠鏡で、木星と秋の
星座を観望します。葛日時／10月23日（火）19：00～20：00
　　　　（荒天中止）※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／11月3日（土）13：00～16：00葛場所／イオン船岡店（2階会議室）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／11月17日（土）葛場所／角田駅コミュニティプラザ（2階）
■問  福島行政事務所　緯0224-63-5779 　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～2月　※月1･2回、平日の19：00～21：00を基本に開催。葛場所／まちづくり推進センター葛講師／NPO法人杜の伝言板ゆるる代表理事 大久保朝江 氏（みやぎNPOプラザ館長）葛募集人数／20人（先着順）　　葛受講料／無料　　葛申込期限／10月26日（金）
※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

　地区内の子どもたちの作品や公民館な
どで活動している個人、団体などが作製
した作品を展示します。ぜひ家族皆さん
でお越し下さい。葛日時／11月3日（土）10：00～16：00
　　　　　   　4日（日）9：00～15：00葛場所／西住公民館
 スケジュール
展示（3日、4日）
　西住児童館・西住小学校・育児サーク
　ル・絵画・書道・陶芸・手芸・俳句・
　籐・洋服のリフォームなど
文化講演会（3日）13：30～15：00
演芸発表（4日）カラオケなど
わたあめコーナー（4日）10：00～15：00葛主催／第30区　 
■問  西住公民館　緯52-4101葛日時／10月26日（金）15：00～19：00葛場所／オーガ2階 （大河原駅前）葛内容／健康保険や年金、雇用保険、労

　災保険、就業規則など、労務管理全般

■問  社会保険労務士会大河原支部（寺嶋）
　緯54-1642 　㈶自治総合センターから助成を受けて、

第27区会が区会活動備品を第2区町内会
自主防災組織が第2区集会所に防災機材
などを購入しました。この助成事業は、
コミュニティ活動に活用されるもので、
宝くじ受託事業収入が財源です。今後、
コミュニティづくりや世代間交流など地
域の活性化に活用していきます。

　
■問  財政課 緯55-2278、総務課 緯55-2111木星と秋の星座を見つけよう

今、私（私達）にできる市民活動まちづくり講座受講者募集

西住地区文化祭 宝くじ助成でコココココココココココココココココココココミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづコミュニティづくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりををををををををををををををををををををを推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推推進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進進りを推進
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　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、または精神や身体に障害
　を有していること。
⑤長期にわたり疾病の状態にある、または精神や身体に障害
　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。

葛入館資格／平成19年4月2日～平成20年4月1日に生まれ
　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）で廃止にな
　るため、4歳児の募集は行いません。

  申込期間と方法 葛申込方法／申込書に必要事項を記入し、希望する施設に直接
　お申し込みください。申込書は、上記各施設、子ども家庭課
　で配布しています。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年度の申し込みが必
　要です。

■問  上記の各施設、子ども家庭課　緯55-2115平成25年度 保育所・児童館の入所（館）児童募集

　町内6地区の子ども会が設けた遊びの
ブースで楽しく遊ぶと、プレゼントがも
らえます。大人も参加できます。ぜひ家
族そろって遊びに来てね！　詳細は、町
ホームページをご覧ください。葛日時／11月11日（日）11：00～14：00葛場所／農村環境改善センター葛参加費／無料
■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象とな
ります。（その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が該当）
　この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が義務
付けられています。平成24年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納
付された方には、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が11月上旬に日本年
金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書（または領
収書）を添付してください。なお、今年はじめて10月1日から12月31日までの間に
国民年金保険料を納付された方は、2月上旬に送付されます。
　ご家族の国民年金保険料を代わりに納付した場合も、納付した本人の社会保険料控
除の申告に加えることができます。ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告
してください。
※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表
　示されている番号へ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 　町では多様な保育需要に柔軟に対応す
るため、保護者に代わって保育者の居宅
などで保育する「家庭的保育事業」の実
施調査事業を行っています。今回、宮城
県主催により研修会が開催されますので、
家庭的保育事業に興味のある方は、子ど
も家庭課までお申し込みください。葛日程／11月9日（金）、10日（土）
　17日（土）、30日（金）葛場所／宮城県庁葛申込期限／10月22日（月）
※詳しくは、お問い合わせください。

■申 ■問  子ども家庭課　緯55-2115
■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　☎54-4040

　西住公民館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／11月8日（木）9：45～11：30　　葛場所／西住公民館
※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。

　七草クラブの皆さんが楽しい人形劇を見せてくれます。親子でお越しください。葛日時／11月9日（金）10：00～11：00　　葛場所／柴田町子育て支援センター葛内容／人形劇「三匹の子ブタ」ほか　　葛対象／1歳～就学前のお子さんと保護者葛募集人数／50組（先着順）　　葛申込期限／11月2日（金）移動なかよし広場　～バルーンと風船遊び～お楽しみ親子観劇会♪
国民年金  「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

  保育所 葛募集施設／
電話番号住　　所施 設 名
55-1253船岡新栄2丁目18-1船岡保育所
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

  児童館（幼児保育事業） 葛募集施設／
電話番号住　　所施 設 名
56-3389入間田字外谷地73柴田児童館
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

第2回

柴田町子どもフェスティバル

家庭的保育者等育成研修
「基礎研修」の実施について
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　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／11月1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／11月8日（木）、29日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟 　予防接種法の改正により、ポリオ予防接種が経口生ワクチン（集団接種）から、注

射による不活化ポリオワクチン（個別接種）に変わりました。
　ワクチン接種の際は、新たに不活化ポリオワクチン用の予診票が必要です。予診票
を健康推進課で受け取り、その後、医療機関へ予約をしてください。葛接種開始日／10月22日（月）葛予診票配布／母子健康手帳とポリオ（生ワクチン）予診票をお持ちの上、健康推進
　課へお越し下さい。葛その他／不活化ポリオ予防接種は、過去のポリオワクチンの接種状況によって接種
　回数が異なります。4回目の追加接種は、現在、定期接種の対象外です。

■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てみませんか？　事前予約は不要です。当日直接会場に
お越しください。葛日時／11月8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／〇妊娠・出産について語ろう！　　　　〇沐浴体験をしよう！
　　　　〇おなかの赤ちゃんに手紙を書こう！　〇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

　自宅で簡単に行える運動の紹介や運動
器具を使ったストレッチを紹介するほか、
誰もが気になる話題の健康講話、体力
チェック、大人も子どもも楽しめる
ニュースポーツなど盛りだくさんの内容
です。葛日時／11月4日（日）9：30～13：30葛場所／槻木体育館および下町集会所葛持ち物／上履き、筆記用具、昼食など
※動きやすい服装でお越しください。

■問  第16区行政区長（加藤）　

　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／11月5日（月）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／10月29日（月）
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
　地元で採れた冬野菜を使いきります。葛日時／11月14日（水）9：30～12：30葛場所／槻木生涯学習センター葛募集人数／20人（先着順）葛参加費／1,000円（材料代）葛持ち物／エプロン、三角巾葛申込期限／ 11月7日（水）
■申 ■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997

　今、犬を飼っている方のモラルが全国
的に問われています。町にも「散歩中の
フンを片付けない」「袋は持っているがフ
ンを片付けない」「門にオシッコをされ
る」「マナーが悪い」「散歩中や公園・河
川敷地内で綱を外している」「放し飼いを
している」など苦情が寄せられています。
　愛犬と楽しく暮らすため「散歩中のフ
ンの処理を必ずする」「放し飼いにせずき
ちんとつなぐ」など、マナーを守りご近
所へ迷惑を掛けないようにしましょう。

■問  町民環境課　緯55-2113
　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。（予約不要）葛日時／11月7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

　11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／11月2日（金）、16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
知って得する！　やって楽しい！
秋の健康収穫祭

にこにこマンマ離乳食
地産地消の料理体験教室
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秋の図書館まつり

　日ごろから、家庭や職場での火の取り扱いに深い関心を寄せていることと思います。
これからの時期、空気の乾燥や暖房機器の使用などで火災が起こりやすい状態になり
ます。火の元の管理には十分注意が必要です。
　町内では、10件（9月23日現在）の火災が発生しました。全国的に見ると火災の発
生原因は『放火』が最も多く、各家庭における放火対策が重要です。

 放火対策のポイント
　1．建物の周囲に燃えやすいものを放置しない。
　2．ごみは決められた日の朝に出す。
　3．自転車などのカバーは防火品を使用する。

「住宅用火災警報器具」の設置はお済みですか？
　火災の早期発見のため、一般住宅に住宅用火災警報器具の設置が義務づけられてい
ます。住宅火災から大切な命を守るためには、早期の発見が重要です。また、設置し
た後は、定期に作動の点検を実施し異常がないことを確認してください。

■問  柴田消防署　緯55-2012
　船岡自衛隊の独身隊員とゲームやフ
リートークなどで楽しいひとときを過ご
しませんか。葛日時／11月17日（土）12：30～葛場所／船岡駐屯地および宮城蔵王ロイ
　ヤルホテル葛対象／30歳以上の未婚の女性葛募集人数／20人程度　　葛会費／3,000円葛申込期限／11月9日（金）
■申 ■問  船岡駐屯地曹友会　緯55-2301
葛日時／10月28日（日）10：00～16：00　　葛場所／柴田町図書館
 イベントスケジュール
〇一日中「お話し会」（絵本読み聞かせ、腹話術）　10：30～16：00
〇親子工作教室（ブックカバー体験・本のポップ作り・本のしおり作り）10：00～12：00
　　⇒【参加者募集】募集人数／各10人（先着順）
〇かえっこバザール　10：00～11：30
〇おもちゃ病院（壊れたおもちゃを直します）　10：00～12：00
〇柴田町在住の童話作家、藤坂宏子さんによる記念講演会　13：30～15：00
〇まつり限定！喫茶コーナー　10：30～16：00

■申 ■問  柴田町図書館　緯86-3820 葛日時／11月3日（土）9：00～15：00葛場所／宮城刑務所（仙台市若林区古城）葛内容／矯正行政の広報、刑務所作業製
　品の展示・即売、地域住民参加による
　各種イベントなど
※内容は、変更になる場合があります。
※売り上げの一部は、犯罪被害者支援団体の
　活動に助成されます。

■問  法務省仙台矯正管区作業課　
　緯022-286-3715
　宮城刑務所　緯022-286-3111 　仙台大学の学生が企画した「健康カ

フェ」をオープンします。出入りは自由
ですので、お気軽に参加してください。葛日時／10月17日～31日の水曜日
　14：30～16：00　葛場所／船岡駅コミュニティプラザ葛内容／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。
※申し込み不要。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55-13042012ふれあいパーティー女性参加者募集 みちのく・みやぎ

矯正展

かふぇDEわくわく健康づくり

葛期間／10月20日（土）～1月31日（木）葛入場料／無料
　秋の庭園を眺め、如心庵、広間、立
礼の各茶席で、心安らぐひとときを
お過ごしください。葛日時／11月11日（日）9：00～15：00葛内容／
　如心庵：塚本宗喜社中（裏千家）濃茶席
　広　間：高橋宗喜社中（裏千家）薄茶席
　立　礼：伊藤宗竹社中（表千家）薄茶席葛茶券／
　前売券1,500円（濃茶席含む3席）
　　　　　800円（薄茶2席）
※当日券もあります。葛主催／柴田町民茶会運営委員会葛日時／11月17日（土）9：30～11：00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年生以上葛日時／11月1日（木）～4日（日）
　9：00～16：00 ※最終日は15：00まで。葛主催／柴田盆遊会（緯54-3829）
企画展「小室達収蔵作品展」

しばた茶会「秋」

11月のトンボ玉体験会

第10回粋な文化展
（盆栽、山野草、水石）展示会
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主な行事日学　校
音楽発表会10船岡小学校

☎55-1064 振替休業日12
持久走大会20～21
授業参観30
音楽発表会10槻木小学校

☎56-1029 振替休業日12
避難訓練13
持久走大会8柴田小学校

☎56-1430 柴小まつり12
避難訓練13
授業参観30
持久走大会7船迫小学校

☎55-5394 避難訓練9
持久走大会8西住小学校

☎53-3227 わくわくまつり22
東船岡秋まつり10東船岡小学校

☎55-1811 避難訓練14
持久走大会20
フリー参観20～27
期末考査15～16船岡中学校

☎55-1162 避難訓練16
期末考査19～20槻木中学校

☎56-1331 避難訓練20
期末考査12～13船迫中学校

☎54-1225 3年実力テスト20
避難訓練30

※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：10月2日（火）】

測定値測定値
0.11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0.10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：10月3日（水）】

測定値測定値測定値
0.15西住小学校0.15船迫小学校0.11船岡小学校
0.07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0.17船迫中学校0.12船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.14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：10月4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0.09船岡保育所
0.17西住児童館0.16三名生児童館0.15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：10月1日（月）】

測定値測定値測定値
0.17剣崎公園0.14白幡児童遊園0.09並松公園
0.10船岡城址公園0.21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：10月1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、農政課（農産物）　☎55-2122

　柴田町育英会は、経済的な理由により
就学困難な学生または生徒のうち、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）に対する奨学支援
　制度は、高校生に「高等学校等育英奨学資金
　貸付」、大学生に「日本学生支援機構」があ
　ります。在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 　町内にお住まいの新成人の皆さんへ、式典案内状を郵送でお届けします。町内に住
所がない方で成人式に出席を希望される方は、11月16日（金）までご連絡ください。

■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135　思55-2132　Ｅメール：social-edu@town.shibata.miyagi.jp（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26日ねぎ（露地）

※検査は宮城県農林水産部

育英会会員募集
平成25年成人式　日時／１月13日（日）10：00～　場所／船岡中学校体育館
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