
お知らせ版平成24年9月15日

広報しばた・お知らせ版・第707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

葛募集内容／葛申込方法／車名・車両ナンバーの控え、
　印かんをお持ちの上、財政課で直接申
　し込みください。（先着順）

■申 ■問  財政課　緯55-2278　7月1日から家庭ごみの有
料化がスタートし、2市7町
共通の新しい指定ごみ袋で出
すことに変わりました。
　缶、びん、ペットボトル、
容器包装プラスチックなどの
「資源ごみ」は、経過措置とし
て10月31日までは旧指定ご
み袋を使用することができま
すが、11月1日からは使用す
ることができません。新しい
資源ごみ袋をご利用ください。

■問  町民環境課　緯55-2113
　住まいるダイヤルは、国土交通大臣か
ら指定を受けた住宅専門の相談窓口です。
住まいに関する相談やリフォームに関す
る相談などの「住まいの困った！ どうし
たらいいの？」にお答えします。

10：00～17：00（土・日曜日、祝日を除く）

■問  公益財団法人住宅リフォーム・紛争処
　理支援センター　緯03-3556-5147
　http://www.chord.or.jp/

　町議会では、毎年、「公開議員研修会」
を開催しています。今回は、日本の財政
について研修します。町民の皆さんも一
緒に勉強してみませんか。参加費は無料
です。葛日時／9月26日（水）14：00～15：30葛場所／保健センター4階葛講師／北村信 氏（東北財務局長）
■問  議会事務局　緯55-2136 　県内に整備したプレハブ仮設住宅およ

び民間賃貸住宅の借り上げによる入居期
間が、1年間延長になりました。
　今後、契約期間の終期に合わせて、入
居者や貸し主、不動産関係事業者の皆さ
んへ随時ご案内します。

■問  県震災援護室　緯022-211-3257どなたでも参加できます

「公開議員研修会」テーマ「考えてみよう日本の財政」

民間賃貸住宅の借り上げに関する
問合せ専用ダイヤル　緯022-745-0565

町営駐車場の利用者募集
所在地

№
使用料（年間）募集区画数

槻木駅西2丁目1-7
①

32,800円8区画
槻木駅西2丁目1-16

②
32,200円3区画

西船迫1丁目6-20
③

14,580円1区画

供与期間が1年間延長プレハブ仮設住宅・民間賃貸住宅
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　昨年から貴金属などの訪問買取りの相
談件数が増えたことにより、「訪問買取
り」もクーリングオフができるように法
改正されました。
【改正の概要】
1．勧誘を要請していない人や、一度断
　った人に対しての再勧誘の禁止。
2．クーリングオフ期間は8日間。その
　期間中は物品の引き渡しを拒絶するこ
　とができます。
3．買取り業者が、クーリングオフ期間
　中に第三者に引き渡す場合は売主に通
　知する。

■問  町民環境課　緯55-2113 葛日時／9月30日（日）10：30～14：00　　葛場所／柴田町太陽の村葛内容／○ふるさとの食卓（地場産の食材をふんだんに使った日本型の食事を紹介）
　○餅つき体験（きねと臼を使い自分でついた餅をその場で試食）　○おそとであそ
　ぼ！（竹馬などの昔の遊び）　○わら細工の実演　○朝採り野菜、加工品や花などの
　地場産品の即売　○しばたのとれたて新米（30㎏）を1人1袋、100袋限定（8,000
　円特別価格)で販売　○ふるさとの食卓食事券か新米をお買い上げいただいた方に、
　特産物や特産品（新米や花、和洋菓子など）のほか、デジタルカメラなどを景品とし
　た抽選会を実施します。　※内容について、変更になる場合がありますのでご了承ください。葛主催／しばたコメ祭り実行委員会
■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（農政課内）　緯55-2122「貴金属の訪問買取り」がクーリングオフ

できるようになりました！

　県仙南保健福祉事務所の担当者が相談
に応じます。なお、9月21日（金）の相談
日より場所が役場1階「相談コーナー」
に変更となります。相談のある方は、福
祉課へお立ち寄りください。葛日時／9月21日、10月5日、19日の
　金曜日　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 　今年もやります！　昨年よりパワーアップしたわが町の食の祭典「Ｂ級グルメフェ

スティバル」。今年は、「おもてなし」をテーマに開催します。
　食のイベントは、今や地域活性・町おこしの切り札。それには味も値段も大事です。
しかし、本当に大切なのは「この町を知ってもらおう」「好きになってもらおう」とい
う『心』です。ぜひ、町民のみなさんの力で町の食文化を全国区へ押し上げましょう。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　特設会場葛内容／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。このほか、さまざまなイベントを開催します。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！　詳しくは、お問合せください。
■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

　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／10月3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 葛日時／11月4日（日）9：30～14：30　　葛場所／柴田町地域福祉センター葛内容／ステージイベントや福祉施設展示・即売、模擬店、チャリティーバザー、餅

　つき体験、交通安全教育車・パトカー展示乗車体験、縁日・ゲームコーナー、はな
　みちゃんと写真を撮ろう！　など

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　緯58-1771
困ったときは　　　　　　　　　
　　一人で悩まず相談しましょう！

■ふるさとの食卓食事券の販売葛料金／前売り1,000円、当日1,100円（小学生500円）
　　※お食事は材料などに限りがありますので、事前に前売り券をお求めください。葛前売り券販売期間／9月25日（火）まで葛前売り券販売所／柴田町太陽の村、ＪＡみやぎ仙南柴田地区事業本部（槻木上
　町）、農政課（役場2階）

第9回 しばたコメ祭り～しばたが一番「おいしいごはんをお召し上がりください。」～

第2回 しばたＢ級グルメフェスティバル「値段はＢ級、味はＡ級、心意気はＳ級だべや。」

福祉まつり2012

赤ちゃんハイハイ競争に参加しませんか
　ハイハイ歩きが出来る赤ちゃんと
保護者を対象に、赤ちゃんハイハイ
競争を開催します。葛開催時間／11：00～12：00葛募集人数／20組（先着順）葛申込期限／10月1日（月）フリーマーケット出店者を募集します

　雑貨、家電製品、手芸品、子ども服、靴、お
もちゃ、絵本などを販売する出店者を募集しま
す。※飲食物の販売は不可。葛募集区画／20区画(1区画：2ｍ×3.5ｍ)
※応募者多数の場合は抽選とし、町内在住の方を優先。葛出店料／無料　　葛申込期限／10月1日（月）
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　日本の伝統文化に触れてみませんか？葛日時／毎週金曜日
　子供クラス　17：45～（1時間）
　一般クラス　19：00～（1時間45分）葛場所／白幡集会所葛対象／子供クラス：4歳～小学生
　　　　一般クラス：中学生以上

■申 ■問  及川　

　何か新しいことを始めたいと考えている女性の皆さんの、第一歩を応援します。葛日時・場所など／
　空き缶や身近な道具を使って、野外活動を楽しくするワザを親子で体験します。さ
あ、おどろきと楽しさいっぱいのサバイバルクッキングにパパと挑戦しよう！葛日時／10月13日（土）9：30～14：00　　葛場所／船岡生涯学習センター葛内容／①アルミ缶と牛乳パックで炊くご飯づくり
　　　　②竹筒を使って炭火で焼くバームクーヘン作り葛対象／父親と子（小学生）　　  葛講師／大河原教育事務所・社会教育主事葛募集人数／20組（先着順）　　葛参加費／1組500円（保険代含む）葛持ち物／米2合、アルミ缶（350㎖）4本、牛乳パック（1ℓ）6本、軍手、筆記用
　具、カッター、ハサミ、缶切り、定規、タオル、水筒、カレー用スプーン、上靴葛申込期限／9月28日（金）
■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

　「建退共制度」は、昭和39年に建設現場
で働く人のために、国が作った制度です。葛制度の特徴／○国の制度なので安全確
　実で手続き簡単　○掛金は損金扱い　
　○国が掛金の一部を補助　○退職金は
　企業間を通算して計算　○運営費は国
　が補助葛加入できる事業主／建設業を営む方葛対象労働者／建設業の現場で働く方
※一人親方も任意組合を通じて加入可能。葛掛金／1日310円　※全額事業主負担
■問  建退共宮城県支部　緯022-263-2973

男女共同参画推進事業「大人の女性力アップ講座」

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！」～サバメシ塾！　空き缶めし＆炭焼きバームクーヘンを作ろう～

 運動の重点
・夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止（特に、反射材用品などの
　着用の推進および自転車前照灯の点灯の徹底）
・すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
・飲酒運転の根絶
・早朝・薄暮の交通事故と反射材の着用推進（柴田地区の重点）

■問  まちづくり政策課　緯54-2111
一心館合氣道教室
ご存じですか？

建建建建建建建建建建設設設設設設設設設設業業業業業業業業業業退退退退退退退退退退職職職職職職職職職職金金金金金金金金金金共共共共共共共共共共済済済済済済済済済済制制制制制制制制制制建設業退職金共済制度度度度度度度度度度度

葛対象者／町内に在住、または通勤、通学している20歳代から50歳代までの女性で、3回の講座に全て参加できる方葛募集人数／25人（先着順）　　葛参加費／無料　　葛申込期限／10月12日（金）葛申込方法／電話、ＦＡＸ、Ｅメールでお申し込みください。ＦＡＸ、Ｅメールでお申し込みの際は、氏名、住所、電話番号、年
　齢、託児希望の有無をご記入の上、件名を「男女共同参画推進事業・大人の女性力アップ講座申し込み」として送信ください。
※託児あり。ただし、2歳以上、5人まで。（先着順）

■申 ■問  まちづくり政策課　緯54-2111　　Ｅメール: plan@town.shibata.miyagi.jp 講　　師講　座　内　容場　所日　時

藤原寛子 氏
（骨盤体操
　　インストラクター）

骨盤体操講座
※フェイスタオルをお持ちの上、動きやすい服
　装でご参加ください。

保健センター4階
　軽運動室兼会議室

10月24日（水）
14：00～第1回

キースヴィース 氏
（写真家）

デジカメテクニック基礎講座
※デジタルカメラまたはスマートフォンをお
　持ちください。お持ちでない方はご相談く
　ださい。

しばたの郷土館　11月7日（水）
14：00～第2回

ひぐちのりこ 氏
（仙台市議会議員）

コミュニケーション力を磨いて
魅力アップ

保健センター4階
　軽運動室兼会議室

11月14日（水）
14：00～第3回
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　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／10月30日（火）10：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所葛申込期限／10月16日（火）
■予 ■問  健康推進課　緯55-2160

　健診などを申し込まれてない方で受診希望の方は、電話で9月25日（火）まで申し込
みください。申し込みがない場合は、会場で受診票の発行はできません。
　なお、詳しい内容については、お知らせ版8月1日号をご覧ください。
【実施健診】
　柴田町国民健康保険特定健康診査（65歳以上）、後期高齢者健康診査、結核・肺が
ん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査
【受診日程】葛日時／9月21日（金）、23日（日）～28日（金）9：00～11：00、13：00～14：00葛夜間健診日時／9月26日（水）17：30～18：30葛場所／保健センター
※受診票に記載している指定日時が都合の悪い場合は、都合の良い日時に受診してください。受
　診票の訂正や役場への連絡は不要です。

【結果通知】
　受診者全員に、受診してから約1カ月半後までに郵送します。結果通知は、受けた
健診の種類や受診日などによって届く日が異なります。
【精密検査】
　町の検診を受けた結果、結核・肺がん検診の精密検査が必要と認められた方は、必
ず精密検査を受けてください。精密検査を他の医療機関などで受ける場合は、医師に
お渡しいただく書類を送付しますので、受診する前に必ずご連絡ください。

■申 ■問  健康推進課（柴田町国民健康保険特定健康診査、後期高齢者健康診査担当）
　緯55-2114　（結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査担当）緯55-2160
　町では、特定健康診査や後期高齢者健康診査、結核・肺がん検診などの集団検診会
場（保健センター）で40歳以上の方を対象に「成人歯科相談」を無料で実施します。
この機会にぜひ「お口の中のことについて」お気軽にご相談ください。（予約不要）葛日時／9月21日（金）、27日（木）、28日（金）9：00～11：15葛内容／〇歯や歯茎、入れ歯などについて歯科医に相談　〇簡単に歯の状態を診察
■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／10月4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／10月11日（木）、25日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
　県内では、東日本大震災の影響もあり
血液不足の状態が続いています。
　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。葛日時／9月22日（土）
　9：30～12：00、13：00～16：00葛場所／ザ・ビッグ柴田店葛実施内容／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 　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま2年を超えると、保険料を納めるこ
とができませんでしたが、今年10月から3年間に限り、過去10年以内の納め忘れた
保険料を納めることができる「後納制度」が始まります。
　過去10年以内の保険料を納めることで将来の年金額を増やし、年金の受給権へつな
げることができるようになります。
　後納制度は事前の申し込みが必要ですが、審査の結果、後納制度をご利用できない
場合があります。老齢基礎年金を受給されている方などはご利用できません。
詳しくは、お近くの年金事務所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
◎受診当日の受付開始直後は大変混み合います。なるべく時間をずらして、ゆとり
　を持ってお越しください。皆さんのご協力をお願いします。
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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　町では、既に定年退職された方や定年退職を迎える方を、自らの知識・経験を地域

づくりに活かすことができるよう支援します。町内の隠れた名所や文化財の見学、郷
土料理の学習などを通して、今後の生き方を考えながら楽しく仲間づくりをしてみま
せんか。葛日時・内容など／葛対象／55歳～65歳　　葛募集人数／20人　※応募者多数の場合は抽選。葛参加費（昼食代）／第1回800円、第3回500円葛申込期間／9月18日（火）～10月1日（月）
■申 ■問  生涯学習課　緯55-2135

　柴田児童館の子どもたちと一緒に遊び
の交流をします。葛日時／10月2日（火）9：45～11：30葛場所／柴田児童館葛対象／2歳～就学前のお子さんと保護
　者葛募集人数／20組葛申込期限／9月27日（木）
■申 ■問  柴田町子育て支援センター
　（船迫児童館内）　緯54-4040葛日時・場所など／葛対象／町内に住所がある、以下のいずれかの方

　○ファミリー・サポート・センターの事業に興味や関心のある方
　○子育ての援助を受けたい方（利用会員：生後6カ月から小学6年生までの子どもがいる方）
　〇子育ての援助を行いたい方（協力会員：20歳以上の方）
　〇両方の登録を希望する方（両方会員：利用会員と協力会員の両方を希望する方）
※研修を修了した方に会員証が交付されます。　※利用会員希望の方は、①のみ受講になります。
※協力会員、両方会員の方は3回の受講をお願いします。

■問  ファミリー・サポート・センター（船迫児童館内）　緯87-7871 　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。スタッフもいて安心です。葛日時／10月5日（金）10：00～12：00葛場所／槻木生涯学習センター葛対象者／0歳～未就園児とその保護者葛持ち物／お手拭き、バスタオル、飲み
　物など葛参加費／無料
■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆる
　りん　緯080-4178-9374　これからの国際社会に生きる中学生（県内各地区の代表）が、日常考えていること

を自分の意見として心豊かに発表し合います。皆さまのご来場を心よりお待ちしてお
ります。葛日時／9月25日（火）13：15～16：15　　葛場所／船迫中学校体育館
■問  青少年のための宮城県民会議（県環境生活部共同参画社会推進課内）
　緯022-211-2577

平成24年度地域デビュー事業「セカンドライフの応援塾」参加者募集！

「第33回少年の主張宮城県大会」開催のお知らせ

一緒に遊ぼう～児童館のお友達と遊びましょう♪～

10月23日（火）9：30～14：30　「しばたの里山を歩こう！」
　里山ハイキングコースを歩きながら、町内の自然や文化財等を見学します。第1回

11月4日（日）9：30～15：00　「福祉まつりボランティア」　※昼食持参
　ボランティアスタッフ体験をとおして地域活動参加を体験します。第2回

12月19日（水）9：30～13：00　「郷土料理をつくろう」
　郷土料理をとおして食について学びます。第3回

1月23日（水）9：30～12：00　「仲間を作ろう！」
　しばたの郷土館で、参加者同士による懇談をします。第4回

内　　　容場　所日　時
・ファミリー・サポート・センターとは何か
・柴田町の活動の様子槻木生涯学習

センター　　

10月6日（土）
9：30～12：00①

・子どもの心身の発達と関わり
・協力会員の役割

11月10日（土）
9：30～12：00②

・保育所見学実習
・所長講話槻木保育所11月13日（火）

9：30～12：00③
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　燃料が、薪炭燃料から電気などへと変わってきたところに視点を置いて、道具の
変化してきた様子について、収蔵品を中心に紹介します。葛展示期限／9月30日（日）まで　　葛時間／9：00～16：30
　中秋の名月「おめげっつぁん」をめでながら、静かな時の流れを感じてみませんか。葛日時／9月30日（日）18：30～20：30
　

 お 詫 び と 訂 正 
　お知らせ版9月1日号に掲載した「トンボ玉体験会」に誤りがありました。お詫
びして訂正いたします。
　誤）日時／9月15日（土）、10月6日（土）、20日（土）
　正）日時／9月15日（土）、10月6日（土）

企画展「むかしの道具展」～薪炭燃料から電気の時代へ　燃料から見た道具の変化～

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。

　町では、平成25年成人式を思い出に残
る式典になるよう、一緒に作り上げ、盛
り上げてもらえる新成人の方を募集して
います。一生に一度しかない人生の門出
づくりに参加してみませんか？　やる気
のある新成人の方、新成人ではなくても
有志として成人式の企画・運営に携わっ
ていただける方、ぜひご応募ください！葛日時／10月～12月の平日  19：30頃～
※数回の開催予定。葛募集人数／10人程度葛申込期間／9月21日（金）
　成人式の式典で「抱負」「将来の夢」な
ど“新成人としての想い”を、新成人を
代表して発表してくれる方を募集します。葛募集人数／2人葛応募方法／新成人としての「抱負」「夢」
　などを1,000字以内にまとめ、住所、氏
　名、生年月日および電話番号を明記の
　上、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールおよび持参
　のいずれかで提出してください。葛応募期限／9月21日（金）葛選考方法／提出された作文を基に選考
　し、結果は通知でお知らせします。

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

　太陽の村に、地産地消の普及を目的としたソフトクリーム販売所「はなみ屋」
が8月18日にオープンしました。
　地元しばたの食材を使ったゆずソフトや味噌ソフトが好評をいただいています。
今回、オープン特別企画としてソフトクリーム（通常250円）を9月いっぱい100
円で販売します。
　おいしい空気とおいしいソフトクリームを味わい青空の下リフレッシュしてみ
てはいかがですか。葛営業日時／土・日曜日、祝日　10：00～15：00葛期間／9月22日（土）～11月4日（日）　　葛料金／大人1,500円、子ども1,000円葛内容／いも煮具材、薪、茶碗、おにぎり一人1個
　　　　　野菜などはカットされています。敷物のみお持ちいただき薪で煮てい
　　　　ただきます。雨天の場合は室内となります。

■申 ■問  一般社団法人 柴田町観光物産協会（柴田町太陽の村）　緯56-3970
　小中高の各学部による学芸発表や展示
など、さまざまな催しがいっぱいです。葛日時／10月6日（土）9：30～14：25葛場所／県立船岡支援学校葛内容／学芸発表（劇、音楽）や作品展
　示・販売など

■問  県立船岡支援学校　緯54-2213
葛日時／10月21日（日）10：00～15：30（開場9：30）葛場所／仙南芸術文化センター「えずこホール」　※入場無料葛内容／〇視聴覚教材センター保有の楽しい映画上映　〇ふるさとの歴史がわかる自
　作視聴覚教材上映コーナー　〇紙芝居・お絵かき（ぬりえ）コーナー　〇大きな太陽
　望遠鏡を使用した観察体験コーナー葛上映作品／〇大ホール：｢長ぐつをはいたネコ｣（①10：00～、②13：00～）
　　　　　　〇平土間ホール：｢セロひきのゴージュ｣｢新・泣いた赤おに｣ほか13本
　　　　　　　※上映時間は会場で確認してください。

■問  仙南地域広域行政事務組合・視聴覚教材センター　緯52-3433
第45回船岡支援学校文化祭花 ～みんなで咲かせよう笑顔の花～

平成25年成人式

成人式実行委員募集！

発表者募集！～20歳のメッセージ～ 仙南地域広域行政事務組合
｢視聴覚教材センターフェスティバル｣

中庭観月会
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※当日受け付け（予約不要）。

■問  蔵王野鳥の森自然観察センター
　「ことりはうす」　緯0224-34-1882葛日時／9月30日（日）13：00～15：30　　葛場所／船迫生涯学習センター　※入場無料葛内容／原爆詩の朗読、語り継ぐ「戦争体験」（山神社元宮司　廣瀬栄子氏）、柴田高

　校吹奏楽部の演奏、ユニセフコーナー、おもちゃ作り、原爆パネル展、子どもが作
　る平和の部屋、映画鑑賞など。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111
　町内で活動する合唱グループの面々が、
心に残る童謡や昔懐かしいヒット曲など
を歌います。入場は無料です。葛日時／10月7日（日）13：00～
　　　　（開場12：30）葛場所／槻木生涯学習センター葛出演団体／樅ノ木女声合唱団、コンセ
　ール・アミ、つきのき女声コーラス葛友情出演／〇口笛コーラスファルセット
　　　　　　〇羽賀智美（マリンバ奏者）葛主催／柴田町コーラスグループ合唱祭
　実行委員会（柴田町教育委員会共催）

■問  生涯学習課　緯55-2135 　今年は、学園生一同、復興復旧元年に
向けて一歩一歩進み、笑顔で明るく元気
で楽しく、地域の皆さんと共に一生懸命
がんばってきました。皆さん、ぜひご来
場ください。葛日時／9月29日（土）10：30～16：00葛場所／岩沼市民会館葛内容／
　〇作品展示（10：30～16：00）
　〇ステージ発表（12：40～15：00）
　〇チャリティーバザー（15：15～16：00）葛主催／（社福）宮城県社会福祉協議会
■問  実行委員長（山上） 葛日時／10月13日（土）17：00～葛場所／白石市中央公民館葛内容／①カレイの煮つけ　②鶏のから

　揚げ　③あんかけ冷麺葛参加費／2,000円葛持ち物／ハンカチ、タオル、エプロン、
　筆記用具葛申込期限／10月6日（土）
■申 ■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

　法務局職員が出向いて、相続や不動産
の登記手続き、成年後見などの登記制度、
家庭内暴力やセクハラなどの人権擁護問
題などを分かりやすく説明します。葛日時／平日10：00～16：00の時間帯葛場所／申し込む団体でご用意ください。葛対象／各種団体、サークル葛申込方法／開催希望日の3週間前まで
　に、申込書を提出してください。申込
　書は、最寄りの法務局または仙台法務
　局ホームページ（http://houmukyoku.
　moj.go.jp/sendai/）で取得できます。

■問  仙台法務局民事行政調査官室
　緯022-225-5720

葛日時／10月13日（土）9：00～16：00葛日時／10月14日（日）9：00～15：00葛場所／槻木生涯学習センター葛内容／
　
■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997葛日時／10月13日～1月12日の土曜日　13：00～17：00 （10月27日を除く）葛場所／東北大学川内南キャンパス葛内容／離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借などの問題。
【予約受付】※事前予約制です。葛受付開始日／9月25日（火）　　葛受付時間／10：30～14：30（日曜日、祝日を除く）
※刑事事件、弁護士依頼済のもの、訴訟（調停）係属中のものを除く。

■予 ■問  東北大学無料法律相談所　緯022-795-6243
蔵王男厨会10月例会

第14回柴田町合唱祭
～歌声響きて～

宮城いきいき学園
仙南校文化祭

第3回しばたまち平和の祭典～ここから世界へ～　平和を願う柴田町民の集い  ご利用ください 

仙台法務局出前講座

内　　容日　　時

森の癒し体験10月13日（土）
10：00～12：00①

森の健康ウォーク10月14日（日）
10：00～12：00②

竹炭消臭かごもりづく
り体験 　※時間内随時

10月14日（日）
9：00～15：00③

森のクラフトつくり
コーナー　※時間内随時

10月13日（土）
00月14日（日）
9：00～15：00

④

14日（日）13日（土）

〈バザー〉槻木婦人会によるバザー
〈芸能発表〉ステージ発表

舞踊、民謡、ダンス、コーラス、歌謡など

〈展示〉陶芸、盆栽、山野草など

〈即売〉産直会などによる野菜などの即売

槻木地区ふるさとまつ槻木地区ふるさとまつりり　　　　　　　
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主な行事日学　校
5年生宿泊学習2～3船岡小学校

☎55-1064 1年生遠足12
フリー参観18
1～4年生午前授業31
5年生振替休業日1槻木小学校

☎56-1029 6年生修学旅行10～11
持久走大会
フリー参観24

3年生社会見学31
全校遠足5柴田小学校

☎56-1430 校内図工展18～20
学習発表会20
振替休業日22
6年生修学旅行4～5船迫小学校

☎55-5394 6年生宿泊学習18～19
アタック524
臨時休業日25
自由参観日5西住小学校

☎53-3227 合同発表会20
振替休業日22
3校時授業5東船岡小学校

☎55-1811 音楽学習発表会21
振替休業日22
臨時休業日25
1年生防犯教室1船岡中学校

☎55-1162 3年生薬物乱用防
止教室24

合唱コンクール20槻木中学校
☎56-1331

小中連絡会31船迫中学校
☎54-1225

振替休業日1中学校共通
文化祭20
振替休業日22
臨時休業日25

※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：9月4日（火）】

測定値測定値
0.10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0.09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5日（水）】

測定値測定値測定値
0.18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0.13槻木小学校0.19東船岡小学校

0.11槻木中学校0.17船迫中学校0.13船岡中学校

0.07たんぽぽ幼稚園0.16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：9月6日（木）】

測定値測定値測定値
0.11西船迫保育所0.16槻木保育所0.09船岡保育所

0.20西住児童館0.18三名生児童館0.15柴田児童館

※毎週1回測定0.14むつみ学園0.19船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：9月3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0.09並松公園

0.11船岡城址公園0.19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3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、農政課（農産物）　☎55-2122

　太陽の村にある望遠鏡で、夏から秋の
星座を観望します。ぜひご家族でお越し
ください。葛日時／9月25日（火）19：30～20：30
※時間内自由参加（天候不良時は中止）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） 

夏から秋の星座を見つけよう 平成24年産米の放射性物質検査を実施します

　平成24年産米の安全性を確認するため、町全域で玄米56検体の放射性物質検査を
実施します。農家の皆さんは、米の安全性が確認されるまで、出荷や販売、贈答な
どしないようお願いします。なお、検査結果は、速やかにお知らせいたします。
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