
お知らせ版平成24年11月1日

広報しばた・お知らせ版・第710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

【採用予定年月日】平成25年4月1日
【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】葛実施日／12月下旬　　葛場所／柴田町役場
　葛内容／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】申込用紙は、総務課で配布するほか、町の
ホームページから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。
【受付期間】11月1日（木）～20日（火） ※土・日曜日を除く。
【受付時間】8：30～17：15
※郵送の場合は、11月20日（火）17：00までに柴田町役場に届い
　たものに限り受け付けます。

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

　町では、柴田町住民自治によるまちづくり基本条例に基づき、柴田町住民投票条例の制定へ向けて「柴田町住民投票条例（案）」
を作成しました。この条例は、住民福祉に重大な影響を与える可能性のある事項で住民間の意見が大きく分かれるような事項につ
いては、住民の意思を踏まえて政策決定を行なっていくことが重要であるとの考えから定めるものです。葛閲覧期間および意見提出期限／11月20日（火）まで葛閲覧方法／町ホームページに掲載するほか、次の場所で閲覧できます。
　葛提出方法／専用の用紙により、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールで提出ください。直接提出される方は、まちづくり政策課、まちづくり
推進センター、槻木事務所へお持ちください。専用の用紙は、町ホームページでダウンロードできるほか、各閲覧場所に備えつ
けています。なお、電話による受け付けは行いません。

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111　思55-4172　〒989-1692船岡中央2丁目3番45号 Ｅメール：produce@town.shibata.miyagi.jp
社会人経験者対象とする柴田町職員を募集します

「柴田町住民投票条例（案）」に係るパブリックコメントを実施します

受　　験　　資　　格職務内容採用予定人数職　種選考区分

昭和48年4月2日以降に生まれた人で、1級土木施工管理技士または技
術士(建設部門に限る)の資格を有し、次のいずれかに該当する人。
①学校教育法による大学を卒業後、土木関係の設計、施行管理などの実
　務経験を5年以上有する人
②学校教育法による短期大学または専修学校(2年制以上の専門課程で年
　間授業時間が680時間以上のものに限る)を卒業後、土木関係の設計、
　施行管理などの実務経験を7年以上有する人
③学校教育法による高等学校を卒業後、土木関係の設計、施行管理など
　の実務経験を9年以上有する人

道路･下水道･河
川などの建設・改
修工事の設計積
算･監督、施設の
維持管理や都市
計画の策定･実施
などの専門業務

1人程度土　木
社会人
経験者

昭和48年4月2日以降に生まれた人で、管理栄養士の免許を有し、給食
施設などでの資格を生かした実務経験を5年以上有する人

栄養指導、食育
推進などの業務1人程度管理栄養士

閲覧時間閲覧場所閲覧時間閲覧場所

9：00～17：00
※日・月曜日は閲覧できません。

各生涯学習センター、
農村環境改善センター、
各公民館

8：30～17：15
※土・日曜日は閲覧できません。

まちづくり政策課
槻木事務所

火～金曜日　10：00～19：00
土・日曜日　10：00～17：00
※月曜日は閲覧できません。

柴田町図書館10：00～18：00
※月曜日は閲覧できません。

まちづくり推進センター
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葛日時／11月13日（火）13：00～15：30葛場所／役場1階　町民相談室葛内容／二重ローン、原発の損害賠償、
　相続・労働・家族間の問題など（要予
　約）

■予 ■問  法テラス山元 緯050-3383-0213
　（土・日曜日を除く9：00～17：00）

　収蔵品の中から石膏原型や木彫、陶彫
などを展示紹介しています。　※入場無料葛展示期間／1月31日（木）まで
　作品に親しむ企画です。作品のスケッ
チを希望する方は、当日、お申し込みく
ださい。

　
　秋の庭園を眺めながら、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）
　　　　前売券　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／柴田町トンボ玉愛好会
　
　収益金の一部を社会福祉協議会善意銀
行に寄付させていただきます葛日時／11月1日（木）～4日（日）
　9：00～16：00葛場所／しばたの郷土館研修室葛内容／会員作品の頒布会葛主催／柴田町トンボ玉愛好会
■問  柴田町トンボ玉愛好会会長（森）
　

企画展「小室達収蔵作品展」

しばた茶会秋

　シルバー人材センターの活動紹介のほか、ステージ発表、即売、体験、展示、輪投
げ、とん汁無料サービス、大抽選会などイベント盛りだくさんです。
※数量に限りのあるものは、なくなり次第終了させて頂きます。■ステージ発表の出演者募集！！葛資格／カラオケ、ダンス、民謡、楽器、舞踊などの趣味や特技をお持ちの方葛募集人数／若干名　※個人・団体は問いません。　　葛申込期限／11月9日（金）
■申 ■問  公益社団法人 柴田町シルバー人材センター　緯58-7400
　
　柴田町の高原で栽培された香り高い新そばをご賞味ください。葛日時／11 月23 日（金）10：00～14：00　　　葛場所／柴田町太陽の村葛内容／柴田産そば粉十割そばの試食会　※400食限定葛前売券／500円（当日券600円）葛前売券発売所／柴田町太陽の村、みやぎ仙南農業協同組合柴田地区事業本部、農政課
■問  柴田町観光物産協会　緯56-3970、農政課　緯55-2122
　
　町の特産品になっている柚子を、見て・食べて・体験して、とことん楽しみ味
わっていただけるイベントを開催します。ぜひご来場ください。葛日時／11月23日（金）、24日（土）10：00～14：00　　葛場所／柴田町太陽の村葛内容／○柚子を使った加工品の販売　○地元農産物の直売（生柚子・野菜・鉢花な
　ど）　○柚子料理の展示会　○柚子風呂　○柚子料理の無料試食会（24日のみ）　○
　柚子園を望む里山ハイキング（要申込）　○柚子と重曹でバスボム作り教室（要申
　込）　○花のまちイメージキャラクター「はなみちゃん」との写真撮影会（24日のみ）■柚子フェア参加者募集イベント

　葛主催／しばた柚子フェア実行委員会
■申 ■問  農政課　緯55-212211月のトンボ玉体験会

トンボ玉チャリティー頒布会

柚子園を望む里山ハイキング（歩行距離約11㎞）葛日時／11月23日（金）8：30～14：00 葛内容／晩秋の雨乞柚子園と町最高峰「愛宕山」を訪ねます。昼食は、農村
　レストラン「縄文の幸」でつきたて餅と秋の味覚を味わいます。 葛募集人数／60人　　葛参加費／1,000円（昼食・保険代・柚子のお土産付き）柚子と重曹でバスボム作り教室葛日時／11月24日（土）10：30～12：00葛内容／エコ家事プランナー川村康子氏を講師に招き、重曹と雨乞地区の香
　り高い柚子を使ってバスボムを作ります。簡単な作業なので、お子さんか
　ら参加できます。葛募集人数／30人　　葛参加費／300円（バスボム2個をお持ち帰り）

里山の紅葉としばたの秋の味覚を堪能する2大イベント
第13回しばた新そばまつり

第1回しばた柚子フェア

シルバーフェスタ
2012

葛日時／11月17日（土）9：30～15：00葛場所／船迫公民館、
　　　　柴田町シルバー人材センター
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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）11月11日（日）9：00～16：00 11月18日（日）9：00～16：00 　入間田テニスコート 11月は都合により一般開放できません。
体
育
施
設
一
般
開
放
日   学校体育施設調整会議11月20日（火）19：00船岡公民館  体育館・野外運動場調整会議11月22日（木）19：00 船岡公民館
　
 
月 
分

12

※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

　あなたの連絡相談が子どもをも守るとともに、子育てに悩む保護者を支援する
ための大きな一歩となります。
　「児童虐待」は、子どもの体や心に大きな傷を負わせ、時には大切な命までも
奪ってしまいます。児童虐待を一刻も早く発見し、虐待から子どもたちを守るた
めに、地域の皆さんの理解と協力が必要です。葛相談・通告先／
○子ども家庭課　緯55-2115
○県中央児童相談所　緯022-224-1532
○県仙南保健福祉事務所母子・障害班　緯53-3132
子どもの生命に危険が及ぶと感じたら、110番通報してください。

　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は夫や妻、恋人など、親密な関係にあ
る、またはあった配偶者やパートナーから振るわれる暴力のことです。その被害
者は多くの場合、女性です。ＤＶは犯罪行為であり重大な人権侵害です。
【相談機関】
◎県女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）　緯022-256-0965
◎県仙南保健福祉事務所母子・障害班　緯53-3132
◎大河原警察署生活安全課　緯53-2211
◎女性の人権ホットライン（仙台法務局）　緯0570-070-810（ナビダイヤル）
◎子ども家庭課　緯55-2115

【手続きなどの案内】
　◎仙台地方裁判所大河原支部　緯52-2101
■問  子ども家庭課　緯55-2115

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／11月18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11月分） 302928272625242322212019181716151413121110987654321　　日・曜日区分　　　　 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木 ☆☆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

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 11月 6日㈫佐藤由美子生　　活 11月13日㈫近江　宣男 11月20日㈫鈴木　照雄 11月27日㈫関根　朝成 12月 4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 11月 7日㈬佐久間捷哉人　　権 11月14日㈬木島　基子 11月21日㈬桂川　クメ 11月28日㈬渡邊みち子 12月 5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  子ども家庭課　☎55-2115

相　談　日相談区分 毎週㈪㈫㈭家庭児童
　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

11月は児童虐待防止月間です「気づくのは　あなたと地域の　心の目」（平成24年度標語）

11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」の期間です

平成25年成人式 葛日時／1月13日（日）10：00～　葛場所／船岡中学校体育館
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震災復興・
ワンコイン・コンサート

●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） ・毎週月・火・水曜日　9：30～12：00、13：00～15：30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　9：30～12：00、13：00～15：30　・おもちゃ病院　11/8（木）　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（新栄集会所）
・11/2（金）、12/7（金）　10：00～12：00移動ゆるりんひろば（槻木生涯学習センター）

　仙南地区在住若手音楽家による、ジャ
ズとクラシックのチャリティーコンサー
トです。入場料は、復興支援金として寄
附します。葛日時／11月17日（土）18：30～　
　（開場18：00）葛場所／えずこホール（平土間ホール）葛演奏者／羽賀智美（マリンバ、ヴィブ
　ラフォン）　平間翔子（フルート）　乾
　美奈子（友情出演）　南雲充司（ゲスト）葛入場料／全席自由　○大人500円　○高
　校・中学生100円　○小学生以下無料

■問  羽賀　

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人葛申込方法／第一幼稚園で配布する入園
　願書にてお申込ください。葛配布・受付／11月5日（月）～9日（金）
　8：30～17：15
※11月9日までに複数の応募があった場合は
　抽選となります。
※応募がない場合は、その後随時募集、定員
　になり次第終了となります。

■申 ■問  第一幼稚園
　緯55-1136○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／11月1日、8日、15日、22
　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／11月8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」 　　～いとうひろし作品のまき～
　絵本の好きな大人と子ども、みんな
寄っておいで！ 葛日時／11月15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／11月28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）

児童扶養手当
　児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を促進し、児
童の福祉の向上のため、次に該当する18歳の年度末までの児童（または、
20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある児童）を監護している
母、監護し生計を同じくしている父、父母に代わって児童を養育してい
る方に支給されるものです。葛対象になる児童／①父母が婚姻を解消した児童　②父･母が死亡した
児童　③父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童　
④父または母の生死が明らかでない児童　⑤父または母から1年以上
遺棄されている児童　⑥父または母がＤＶ防止や被害者保護に関す
る法律の規定による保護命令を受けた児童　⑦父または母が1年以上
拘禁されている児童　⑧母が婚姻によらないで生まれた児童葛対象外／・請求者などの所得が一定の額を超えているとき
　　　　　・公的年金給付や遺族補償を受けることができるとき　など

特別児童扶養手当
　特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障害のある
児童の福祉の増進のために、父もしくは母、または父
母に代わってその児童を養育している方に支給され
る制度です。葛対象になる児童／
　①おおむね療育手帳のＡとＢの一部に該当する方
　②身体障害者手帳の1級から3級程度に該当する方
※手帳をお持ちでない方でも障害の程度によっては該当しま
　すので、詳細はお問い合わせください。葛対象外／次の場合は支給されません。
　・請求者などの所得が一定の額を超えているとき
　・障害を事由とした年金を受けることができるとき
　・児童（社会）福祉施設などへ入所しているとき

■問  子ども家庭課　緯55-2115柴田町立第一幼稚園平成24年度入園児追加募集
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　口の中の健康や歯科医療のより正しい
知識を広げることと、電話による相談と
いう気軽さを通じて、歯科医師と町民の
コミュニケーションを図るため、歯科相
談の受け付けを行います。葛日時／11月8日（木）10：00～16：00
※3日以内に歯科医師が直接相談者に回答します。

■問  宮城県保険医協会　緯022-265-1667
　予防接種の効果が現れるまで2週間程度かかります。希望者は、実施医療機関に予
約のうえ、12月中旬までに接種しましょう。葛対象者／①接種日において満65歳以上の希望者
　　　　　②接種日において満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器などの障
　　　　　　害を有する身体障害者手帳1級をお持ちの希望者葛期間／11月1日（木）～1月31日（木）　　葛接種回数／1回葛接種料金／
※生活保護世帯の方は、医療機関へ生活保護受給者証を提示すると無料になります。葛持ち物／保険証、後期高齢者医療保険証、身体障害者手帳（お持ちの方）、生活保護
　受給者証（お持ちの方）※予診票は医療機関にあります。葛実施医療機関／乾医院、太田内科、大沼胃腸科外科婦人科医院、船岡今野病院、佐
藤内科クリニック、しばた協同クリニック、しばた耳鼻咽喉科クリニック、仙南ク
リニック、高沢外科・胃腸科、玉渕医院、ふなばさま医院、宮上クリニック、村川
医院、毛利産婦人科医院、やすだ耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック

※町外医療機関での接種をご希望の方は、ご希望の医療機関にお問い合わせください。仙南2市
　7町以外の医療機関などで接種をご希望の場合は、全額自己負担となります。
※原発避難者特例法に基づき接種を希望の方は、事前に健康推進課まで電話連絡の上、お越しく
　ださい。

■問  健康推進課　緯55-2160 葛日時／11月10日（土）12：00～15：30葛場所／エル・パーク仙台セミナーホー
　ル（141ビル5階）葛内容／○基調講演「喫煙問題4つの錯覚
　と兵庫県受動喫煙防止条例について」　
　○シンポジウム「宮城県受動喫煙防止条
　例に向けて」　○体験コーナー　肺年齢
　測定、肌年齢測定、呼気中CO濃度測定葛入場料／無料　葛主催／NPO法人禁煙みやぎ
■問  金上病院　緯0224-63-1032

　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。葛相談時間／一人あたり45分程度　※お申し込みの際、希望の時間をお話しください。
　①9：30～　②10：30～　③13：00～　④14：00～　⑤15：00～葛対象／平成24年度特定健康診査・後期高齢者健康診査・基本健康診査を受けた65
　歳以上の方葛持ち物／特定健康診査結果通知表、筆記用具、眼鏡（必要な方）葛申込期限／開催日の1週間前まで予約
■申 ■問  健康推進課　緯55-2160
　歌や音楽に合わせて手遊びやゲームで脳の活性化を促します。一緒に楽しく体を動
かし、心も身体もリフレッシュしてみませんか？　どなたにもできる簡単な体操なの
で、お気軽にご参加下さい。葛日時／11月26日（月）13：30～15：00　　葛場所／保健センター4階葛講師／宮城県レクリエーション協会コーディネーター　山内直子 氏葛参加費／無料　　葛持ち物／筆記用具、タオル、飲み物、軽装で参加葛主催／柴田町各種婦人団体連絡協議会
■問  生涯学習課　緯55-2135

　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／11月13日（火）、27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／11月13日（火）、27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

第18回禁煙推進・宮城フォーラム

骨髄バンクドナー登録にご協力ください

「健康講座」～レクリエーションで心も体もポッカポカ！～

町負担額自己負担額接種医療機関の所在地
2,600円1,000円柴田町、大河原町、村田町、川崎町、角田市、丸森町
2,600円1,400円白石市、蔵王町、七ヶ宿町

場　　所期　日場　　所期　日
槻木生涯学習センター11月22日㈭柴田町保健センター　11月19日㈪
船迫生涯学習センター11月27日㈫柴田町保健センター　11月26日㈪

槻木生涯学習センター11月28日㈬
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親子スキンシップ教室

移動なかよし広場～運動会ごっこをしよう～
　槻木体育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13日（火）9：45～11：30葛場所／槻木体育館
※申し込みは不要です。
※保健師の健康相談もあります。

■申 ■問  柴田町子育て支援センター 　 　　（船迫児童館内）　☎54-4040

○歳末たすけあい募金見舞金の贈呈について～歳末見舞金申請が必要です～
 「歳末たすけあい募金運動」が今年も12月1日から31日まで実施されます。お寄せい
ただいた募金は、歳末配分委員会の審議を経て申請内容を精査し、生活が特に困難状況に
ある方（母子･父子世帯･ひとり暮らし高齢者世帯･重度障害児者のいる世帯など）に、歳
末たすけあい募金見舞金として贈呈されます。
　この見舞金につきましては、個人情報保護法による個人情報の取り扱いや生活状況な
ど具体的な判断が困難な事由により、歳末たすけあい募金見舞金申請の提出が必要にな
ります。申請者の希望により民生児童委員の方々の協力を得て申請書を提出していただ
くようになります。ご理解とご協力をお願いいたします。○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
るひろばです。参加費は無料で、時間内の出入りは自由です。

※「みるく」では、当日「アロママッサージ」の体験ができます。○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／11月6日（火）13：30～14：00　　葛場所／地域福祉センター葛内容／サックス演奏（水戸捷司氏）　　葛参加費／無料
※12月までの毎月第1火曜日の午後は、毎回たのしい企画をしております。

　楽しい絵本の読み聞かせと折り紙作り
をしますのでぜひご参加ください。葛日時／11月21日（水）10：00～11：30葛場所／槻木生涯学習センター葛対象／幼児とその保護者
※申し込み不要、参加は無料です。

■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997
　楽しい絵本の読み聞かせをします。
　親子で楽しめる本を読みますので、ぜ
ひ、親子で参加して下さい。　葛日時／11月14日（水）10：30～11：30葛場所／船岡生涯学習センター葛対象／幼児とその保護者
■申 ■問  船岡生涯学習センター   緯59-2520葛日時／11月23日（金）10：00～
　　　　（開場9：00）　※入場無料葛場所／槻木生涯学習センター葛特別ゲスト／第46代青森県民謡王座・
津軽五大民謡全国大会優勝 吉田やす
子、秋田民謡全国大会7タイトル優勝  
深瀬康子、民謡全国大会24タイトル優
勝 後藤恵美、えんころ節全国大会史上
最年少優勝 佐藤幸江、日本民謡協会民
謡民舞全国大会内閣総理大臣賞準優
勝 宮城熊谷民舞会

■問  菊地　

　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
　心身障害者医療費助成制度は、心身障害者の方の適正な医療機会の確保および経済
的負担の軽減を図ることを目的として、医療費のうち健康保険各法に定める一部負担
金を助成する制度です。助成を受ける場合は申請が必要となります。申請がお済みで
ない方は、福祉課までお問い合わせください。葛助成対象者／○特別児童扶養手当1級の方　○療育手帳Ａの方　○知的障害者福祉
法に定める職親に委託されている方で、療育手帳Ｂの方　○身体障害者手帳1級お
よび2級の方　○身体障害者手帳3級内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫および肝臓の機能障害）の方

■申 ■問  福祉課　緯55-5010
親子絵本読み聞かせ

東日本大震災復興支援『唄の力』
宮城じょんがら会
第8回発表会

心心心心心心心心心心身身身身身身身身身身障障障障障障障障障障害害害害害害害害害害者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療費費費費費費費費費費助助助助助助助助助助成成成成成成成成成成制制制制制制制制制制心身障害者医療費助成制度度度度度度度度度度度をご存知ですか？
場　　　　所日　　　　時 地域福祉センター11月9日（金）10：00～12：00きらら 多機能型地域ケアホームつきのき11月16日（金）10：00～11：45みるく
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西住地区文化祭葛日時／11月3日（土）10：00～16：00
　　　　 　 　4日（日）9：00～15：00葛場所／西住公民館
 スケジュール毅展示（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毅文化講演会（3日）13：30～15：00毅演芸発表（4日）カラオケなど毅わたあめコーナー（4日）10：00～15：00葛主催／第30区、西住公民館
■問  西住公民館　緯52-4101　労働保険には、働く方が業務上または通勤途上の災害により被災した場合に、療養

などに対する給付や社会復帰のための援助を行う労災保険と、働く方が失業した場合
に再就職のための給付を行うほか、失業の予防および高齢者や障害を持つ方など就職
が困難な方の雇用の促進を図るための援助を行う雇用保険があります。
　アルバイトやパートタイム労働者を雇用する場合にも労働保険に加入していただく
必要があります。手続きは、労働保険事務組合への委託や社会保険労務士へ依頼する
と大変便利です。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。

■問  ハローワーク大河原（大河原公共職業安定所）　緯53-1042
　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　「お正月は着物を着たい」、「自分で着物を着られたら楽しそう」と思いの方、参加し
ませんか。成人式を迎えられる方も大歓迎です。葛日時／12月1日～15日の土曜日（計3回）13：00～　　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（年齢不問）　　葛募集人数／20人　　葛参加費／無料葛持ち物／着物、帯、 紐 （5本）、着物用下着一式、長ひも

 襦袢 、帯枕、帯上げなど
じゅばん葛講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）　　葛申込期限／11月24日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター　緯57-2011 葛応募資格／15歳以上17歳未満の男子
※年齢は平成25年4月1日現在。葛第1次試験日／1月19日（土）葛試験会場／大河原駅前オーガ葛受付期間／11月1日（木）～1月7日（月）葛日時／11月10日（土）、11日（日）9：00～15：00　　葛場所／船迫生涯学習センター

 スケジュール毅展示（10日・11日）
　生花、書道、陶芸、押花絵、川柳、刺繍、手芸、パッチワーク、など毅芸能発表（11日）
　熊野幼稚園・西船迫保育所出演、民謡,舞踊、ダンス、カラオケなど毅一坪市（11日）
　船迫小地区町民のほか、はらから・旭園も出店（野菜・陶器・瀬戸物・手芸品など）

■問  船迫小地区ふるさと文化祭実行委員会（船迫生涯学習センター内）緯57-2011葛期間／12月25日（火）～4月24日（水）葛場所／パソコンドクター岩沼教室
　（岩沼市大手町9-6 第一マサキビル）葛訓練内容／パソコン基本操作、ワード
　・エクセル基礎、簿記など葛受講料／無料（テキスト代は自己負担）葛申込方法／ハローワーク大河原で申し
　込みください。葛申込期限／11月13日（火）
■問  パソコンドクター岩沼教室　
　緯0223-25-2575 　槻木中学校の卒業生が中心となり創設

したサークルです。吹奏楽演奏会にぜひ
来てください。葛日時／11月11日（日）14：00～
　（開場13：30）　※入場無料葛場所／槻木生涯学習センターホール葛演奏曲／○バンドの為の民話　○さく
らのうた　○アニソンメドレー・ジブ
リメドレーほか

■問  槻木ウィンズサークル（正金寺）
　

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の追加受け付けを行います。

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集葛応募資格／18歳以上27歳未満の男子
※年齢は平成25年4月1日現在。葛試験日／12月7日（金）～9日（日）の
　うち指定する日葛募集人員／60人程度葛受付期間／11月27日（火）まで必着葛合格発表／12月20日（木）平成24年度自衛官候補生（男子）追加募集
■問  自衛隊大河原地域事務所 緯53-2185
　  総務課　緯55-2111

お正月、卒業式、入学式には、着物を着よう！
第27回船迫小地区ふるさと文化祭

槻木ウィンズサークル
2012秋の演奏会

パソコンドクター岩沼教室求職者支援訓練受講生募集～ＩＴビジネス基礎科～



●8 お知らせ版 第710号

葛日時／11月23日（金）～25日（日）
　9：30～16：00葛場所／しばたの郷土館葛体験会参加費／100円（材料代）
※体験会は、事前申し込み不要です。

■問  グループ夢（堀田）　

　親子で我が家オリジナルのクリスマスリースを作って、
クリスマスに飾ってみませんか。葛日時／12月1日（土）9：30～12：00　　葛場所／船岡生涯学習センター葛募集人数／小学生と保護者10組（先着順）　　葛参加費／1,000円（材料代）葛持ち物／エプロン、軍手　　葛申込期限／11月15日（木）
■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520■開館時間／10：00～18：00　　■11月の休館日／毎週月曜日

■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葛日時／11月3日（土）9：30～11：30
　（小雨決行）葛集合場所／旧勤労青少年ホーム前葛持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ
※団体での参加は、事前に連絡ください。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111 　子どもたちの創造性や達成感を育むことを目的に、親子で一緒にアロマキャンドル
をつくり香りを楽しみましょう。葛日時／12月8日（土）9：30～12：00　　葛場所／船岡生涯学習センター葛募集人数／小学生と保護者10組（先着順）　 葛材料費／1,000円　 葛持ち物／エプロン　　葛申込期限／11月22日（木）
■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520今年は手作りクリスマス！ クリスマスリース作り教室グループ夢

押し花作品展・体験会

みんなでつくる花のまち柴田
「花咲山植栽会」 チャレンジ工作「アロマキャンドルをつくろう」

　年賀状作り体験会　
　昨年ご好評をいただいた手作り年賀状の体験会です。あなたの大切な人に、心を込めた手作りの年賀状を送りませんか？

　
※②の最終受付は15：00です。 ※③は、募集人数に満たない場合、当日も受け付けます。 ※④は、小学生以下の方は保護者同伴。
※持ち物などは、申し込み時にご確認ください。　その他の体験会　○アロマクリームせっけん作り
　アロマの精油と無添加釜たきせっけんで肌にやさしいアロ
マクリームせっけんを作ってみましょう。葛日時／11月10日（土）10：30～12：00葛指導者／おこじょらいふ　根元 晴美 氏葛募集人数／12人　※小学生以下は保護者同伴。葛参加費／500円（材料代）　　葛持ち物／筆記用具　葛申込期限／11月7日（水）　サロン口笛コンサート　
　船迫生涯学習センター口笛教室の皆さんが、フォークソン
グ、ポップス、演歌、アニメソングなどの曲を口笛で奏でます。
可能な範囲でリクエストを受け付けます。参加は無料です。葛日時／11月11日（日）13：30～14：00 　ギャラリー展示案内　○第2回みやぎ蔵王三十六景図画コンクール作品展

　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。葛展示期限／11月4日（日）15：00まで○戸塚刺しゅう作品展
　一針一針こころを込めて作られた世界に一つだけの作品
をどうぞご覧下さい。葛展示期間／11月6日（火）～18日（日）15：00まで○“公文”書写教室作品展
　ペン字・筆ペン・毛筆・硬筆、日頃の練習の成果を作品
として展示します。どうぞご覧ください。葛展示期間／11月20日（火）～12月2日（日）15：00まで

申込期限参　加　費募集人数講　　　師日　時内　　容

11月15日㈭200円
（さざんか･千両の2枚）15人佐藤せつ和紙ちぎり絵愛好会11月21日㈬

10：15～12：15和紙ちぎり絵①①

申し込み不要100円
（シール・はがき各1枚）－押し花サロンあさがお11月24日㈯

10：15～15：30
押し花
（所要時間約10分～）②

11月29日㈭300円
（椿･おもと･水仙の3枚）20人小野寺勢子 氏12月1日㈯

10：15～12：15和紙ちぎり絵②③

11月24日㈯500円（材料代）10人クラフトチョコア　大槻 氏12月1日㈯
13：00～15：00消しゴムはんこ④
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（単位：μSv/h）定点測定地の測定結果【測定日：10月23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0.09槻木生涯学習センター
0.10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24日（水）】
測定値測定値測定値
0.16西住小学校0.14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0.18東船岡小学校
0.12槻木中学校0.15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0.09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：10月18日（木）】
測定値測定値測定値
0.09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0.18三名生児童館0.11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22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
0.09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22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0.4）
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

　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。大人の方も参加できます。ぜひ家族そろって遊びに来てね！
　詳しくは、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第2回柴田町子どもフェスティバル
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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
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
㈰

アイランド薬局
　大河原　☎53-4189

甲子調剤薬局
　大河原　☎51-5085

えんどう歯科医院
　大河原　☎53-2555

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

平井内科
　大河原　☎52-2777

18
㈰

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　☎51-3121

仙台調剤大河原店
　大河原　☎51-4040

大友歯科医院
　船　岡　☎57-2120

みやぎ県南中核病院
　大河原　☎51-5500

さくら小児科
　大河原　☎51-5355

23
㈮

やすらぎ調剤薬局 
　村　田　☎83-6890

大沼歯科医院
　村　田　☎83-4395

善積医院
　村　田　☎83-2172

村田内科クリニック
　村　田　☎83-6061

25
㈰

銀座薬局
　船　岡　☎54-2201

アイン薬局村田店
　村　田　☎82-1682

はせ歯科医院
　大河原　☎52-1080

毛利産婦人科医院
　船　岡　☎55-3509

中核病院村田診療所
　村　田　☎83-2445

12/2
㈰

大槻薬局東新町店
　大河原　☎52-0885

ひがし薬局大河原
　　大河原　☎51-3055

歯科ヒライ
　船　岡　☎55-4025

かわち医院
　大河原　☎52-3115

甘糟医院
　大河原　☎53-1460

9
㈰

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

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㈬

  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）12㈪

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）13㈫
  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付14㈬

  9：15～   9：45平成23年11月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）15㈭

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）16㈮

12：45～13：15内田先生平成22年7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）20㈫

  9：00～10：00妊婦母子健康手帳交付
21㈬

12：45～13：15板野先生、
佐藤（秀）先生平成21年5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妊婦母子健康手帳交付28㈬
12：45～13：15伊藤先生平成24年6月生まれの方4か月児健康診査29㈭
  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12/5㈬

12：45～13：15本多（愛）先生、
菊池先生平成23年5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7㈮

  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）10㈪

12：45～13：15宮上先生3か月児から5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）

健康を守る行事（実施場所／保健センター）
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