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広報しばた・お知らせ版・第711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

　どなたでも参加できます。葛日時／1月7日（月）10：00～葛会場／ホテル原田inさくら葛会費／2,000円葛申込期限／12月10日（月）
■申  行政区長、総務課
■問  総務課　緯55-2111

葛内容／所得税法などの改正点、青色申
告の決算、消費税の計算、年末調整の
仕方葛持ち物／前年の青色決算書（控）
　　　　　筆記用具

■問  大河原税務署個人課税第1部門
　　緯52-2202　今年も船岡駅前と船岡城址公園にイルミネーションを点灯します。舘山山頂から光

輝くイルミネーションと柴田町の冬の夜景をお楽しみください。

  点灯イベント 葛日時／12月1日（土）14：30～18：00（点灯式17：00～）　葛場所／ＪＲ船岡駅前広場葛内容／空手道秀練会船岡道場による 殺  陣 、チアダンス、よさこい演舞、船迫中学校た て

吹奏楽部演奏、自衛隊さくら太鼓、商工会女性部によるとん汁販売、クリスマス
リース制作、ネイルアート、ガールスカウトと一緒に遊ぼうコーナー、豪華賞品が
当たる大抽選会（抽選券1枚100円）、ゆず湯のサービス

  船岡駅前イルミネーション点灯　葛期間／12月1日（土）～25日（火）　　葛点灯時間／16：30～1：00
  船岡城址公園イルミネーション＆平和観音ライトアップ　葛期間／12月1日（土）～25日（火）　　葛点灯時間／16：30～20：30
　　スロープカー運行について

　点灯期間中は16：30～20：30まで毎日運行します。
　　　※期間中、乗車された方に「はなみちゃん」グッズをプレゼント。
　　　※ただし、雨・雪・大風など悪天候の場合は、運行を中止することがあります。
　　　※12月1日（土）は、料金を往復200円（通常300円）で運行します。

  白石川左岸光文字点灯 
　今年も期間中、白石川左岸（北船岡側）に光の文字を点灯します。今年の文字はな
にかな？　お楽しみに。葛期間／12月1日（土）～25日（火）　　葛点灯時間／16：30～20：30
■問  しばた光のページェント実行委員会
　（柴田町商工会　緯54-2207、柴田町観光物産協会　緯56-3970） 　月間予定表と日記、最新の統計資料、

仕事や生活に役立つ資料などが掲載され
た使いやすい手帳です。（予約不要）葛販売期間／11月19日（月）～12月21
　日（金）9：00～17：00
※土・日曜日、祝日を除く。葛販売場所／・まちづくり政策課
　　　　　　・槻木事務所葛販売価格／500円（税込み）葛規格／17.5㎝×8.8㎝（ポケットサイズ）
■問  まちづくり政策課　緯54-2111　町では、町民の皆さんの参画と協働によるまちづくりを進めるため、現在、町が進

めている「（仮称）さくら連絡橋の建設事業」「柴田町住民投票条例の制定」「避難施設
（総合体育館）を核とした防災公園の整備事業」について、町長が直接情報を提供し、
意見交換を行う「町長とまちづくりを語る会」を下記の日程で開催します。ぜひお近
くの会場へ足をお運びください。葛日時・場所／
　
■問  まちづくり政策課　緯54-2111

しばた光のページェント

場　　　所日　　　時
役場保健センター4階　軽運動室兼会議室10：00～

11月25日（日） 船迫生涯学習センター2階会議室13：30～
槻木生涯学習センター3階会議室18：00～
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農業所得について
　葛日時／12月3日（月）10：00～
　葛場所／ＪＡみやぎ仙南本店2階
営業所得・不動産所得について
　葛日時／12月11日（火）14：00～
　葛場所／柴田町商工会館
新春交歓会
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　この度の東日本大震災では、経年劣化したブロック塀や石塀などの倒壊・破損が多
く生じました。町では、多くの人が通行する公道などに面した、倒壊の恐れのある危
険なブロック塀などによる事故を未然に防止するため、これを取り除く費用の一部を
補助金として交付する「危険ブロック塀等除去事業」を行っています。葛対象／町が行う調査で危険であると判定された、公道などに面したブロック塀など
を除却する方。葛補助金額／次の①と②の合計金額（最大125,000円）
① 除却するブロック塀などの面積に2,000円を乗じて算定した額、または75,000円
のいずれか低い額。
② 除却後に設置する軽量な塀などの延長に2,000円を乗じて算定した額、または
50,000円のいずれか低い額。

※調査を行い、ブロック塀などの危険度を判定しますのでご連絡下さい。

■申 ■問  都市建設課　緯55-2121
　船迫小学校の大規模改修工事を実施します。工事期間中は大型車両の通行や騒音な
どにより、近隣にお住まいの皆さまにご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解をお願い
いたします。葛工期／10月17日～平成25年12月20日葛工事内容／主に外壁塗装や屋上防水の改修、内外壁のひび割れ補修、内装（床、壁、
天井）の改修

※11月中旬から外部の足場を組み立てる予定です。

■問  教育総務課　緯55-2134
　最近、複数の業者が関わるもうけ話の詐欺的商法が発生しています。

 手口の特徴
①Ａ社から封筒が届く前に、Ｂ社から電話があり「封筒が届いたら連絡してほしい」
と言われる。
②数日後、Ａ社から商品や権利購入の勧誘パンフレットが届き、Ｂ社へ連絡を入れる。
③連絡を受けたＢ社は「代わりに買ってくれれば高額で買い取る」ともうけ話で勧誘
してくる。
④これは絶対もうかると信じて、Ａ社の商品を購入し代金を支払う。
⑤その後、Ａ社、Ｂ社とも連絡が取れなくなる。
⑥ほとんど価値のない商品だけが残り、だまされたことに気が付く。

 対処方法
　「高額で買い取る」「元本保証」「絶対損はさせない」と、勧誘されても注意が必要で
す。もうけ話にはリスクがつきものですから、簡単に信用せず契約する前に十分調べ
るなど慎重に対処しましょう。

困ったときは… 一人で悩まず相談しよう！
■問  町民環境課消費生活相談　緯55-2113

　収蔵品から白石市 甲冑堂 
かっちゅうどう

 女 
おんな

 武者 
む し ゃ

 石膏 原型や茶わんなど、あまり紹介
せっ こ う

されてこなかった作品のほか、河北
新報連載記事「政宗騎馬像余話」13
話などを展示します。葛期間／10月20日（土）～1月31日（木）葛主催／しばたの郷土館　※入場無料
　作品のスケッチ申し込みを受け付
けます。希望する方はお申し出くだ
さい。

　柴田町の歴史をつづった柴田町史
を販売しています。柴田町の過去に
想いを巡らせて見てはいかがですか。
しばたの郷土館で随時受け付けして
います。

　

　自分で作った正月飾りで迎える正
月は格別ですよ！葛日時／12月22日（土）10：00～12：00葛内容／縄ないを体験し、「玄関飾
り」と「小輪っか」を作ります。葛指導者／安藤九平治氏葛募集人数／20人（先着順）葛参加費／800円（材料代）葛持ち物／ 剪定 ばさみ（わら切り用）、せんてい

　ペンチ、エプロン、フェイスタオル葛申込期限／12月7日（金）葛日時／12月1日（土）、15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。葛対象／小学4年生以上葛参加費／400円葛協力・指導／柴田町トンボ玉愛好会

企画展「小室達作品展」

作品に親しむ企画

「柴田町史」を販売しています

しめ縄作り体験学習

12月のトンボ玉体験会

内　　容価  格種  類
原始時代～近世3,700円通史編Ⅰ
近代～現代4,220円通史編Ⅱ
原始～近世（武家）3,090円資料編Ⅰ
近世（地方文書）3,700円資料編Ⅱ
明治の御用留4,320円資料編Ⅲ 「新手のもうけ話に気をつけて！」
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柴田啄木会 発足10周年記念小・中学生の短歌募集

　公証制度は、遺言や任意後見契約など、
住民の権利を守り、法的紛争を防止する
のに大きな役割を果たしています。
　公証役場は国の機関で、遺言書の作成、
借用証書、土地建物賃貸借契約書、離婚
に伴う慰謝料・養育費・財産分与などに
関する契約書の作成、会社の定款の認証
などの事務を取り扱っています。相談は
秘密厳守で無料です。葛開設時間／9：00～17：00（平日）
■問  仙台法務局所属大河原公証役場
　緯53-2265　「第64回人権週間」の行事として、特設人権相談所を開設します。人権擁護委員の

ほか、行政相談委員・生活相談員・消費生活相談員が、暴行・虐待、セクハラ・パワ
ハラ、いじめ・体罰、名誉 毀損 などの相談に応じます。

き そ ん

　併せて、公証人による「公証相談」も開設します（柴田町保健センターのみ）。秘密
は守られますので、お気軽にご相談下さい。

 特設人権相談所葛日時／12月7日（金）10：00～15：00（公証相談10：00～12：00）葛場所／柴田町保健センター4階、槻木生涯学習センター
■問  町民環境課　緯55-2113
 人権フェスティバルinフォルテ葛日時／12月1日（土）10：30～14：30　　葛場所／大河原町フォルテ葛内容／演奏、紙芝居、バルーンアート、昔の遊びコーナー、人権イラスト･ポスター展
■問  仙台法務局大河原支局　緯52-6053 葛日時／12月1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／12月15日（土）葛場所／角田駅コミュニティプラザ
　　　　　（2階）
宮城県行政書士会
　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所　緯59-3277　中学校を卒業され、働きながら高校で学びたい、高校を卒業したいという社会人の
方を対象に、平成25年度入学者を募集します。葛出願資格／事業所に3年以上勤務した方または平成25年3月末現在において3年以
上勤務する見込みのある方（自営業、主婦なども勤務とみなします）。いずれの場合
も所属長などの推薦が必要です。葛試験日／2月1日（金）　　葛試験内容／面接、作文葛募集人数／16人以内　　　葛 出願期間／1月11日（金）～17日（木）11：00
■問  大河原商業高等学校定時制課程教務部　緯52-1064

　改正労働契約法が8月10日に公布され
ました。今回の改正では、有期労働契約
について以下の3つのルールが規定され
ました。
　詳しくは、宮城労働局のホームページ
（http://miyagi-roudoukyoku.jsite.
mhlw.go.jp/）をご覧ください。
 改正労働契約法の3つのルール
① 無期労働契約への転換
② 「雇止め法理」の法定化
③ 不合理な労働条件の禁止
※②は公布日の8月10日から施行。①③は公
布日から起算して1年以内の政令で定める
日から施行。

■問  宮城労働局　緯022-299-8838　歌人の石川啄木が明治40年春、北海道に渡り文芸活動を始めた頃、生活や就職を援
助した吉野白村と島貫政治の出身地が柴田町（当時・船岡村）という縁で、平成15年
2月に船岡駅の1番ホームに啄木の歌碑を建造し、柴田啄木会が発足しました。
　それから、10年が経過することを記念して、短歌を募集します。葛作品／短歌1首（自由題）　　葛対象／町内の小中学生　　葛投稿料／無料葛申込方法／作品に住所、氏名、電話番号、学校名、学年を明記して事務局あてに送
付してください。葛申込期限／1月15日（火）
■申 ■問  柴田啄木会事務局（平井）　〒989-1601船岡中央3丁目11月1日～30日は　　　　　　　　　　　「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯ととととととととととととととととととととと口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔腔ののののののののののののののののののののの健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康づづづづづづづづづづづづづづづづづづづづづ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月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間「歯と口腔の健康づくり月間」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」です
　健康な歯と口は「食べる・話す」など、人生を楽しく過ごすために欠かせないもの
です。日頃から歯や口を健康に保つため｢むし歯｣や｢歯周病｣などを予防しましょう。

■問  健康推進課　緯55-2160
大河原商業高等学校定時制課程（社会人特別選抜） 有期労働契約の新しいルールができました
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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／12月6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／12月13日（木）、20日（木）
　　　　13：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
　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／12月18日（火）10：00～15：00葛場所／県仙南保健福祉事務所葛申込期限／12月4日（火）
※予約状況によっては、別日程を案内する場
合もあります。

■予 ■問  健康推進課　緯55-2160
　ポリオ予防接種は、予防接種法の改正により10月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。10月の時点では、4回目の追加接種（3回目より
1年後の接種）について定期予防接種対象外でしたが、今回、定期接種が可能となり
ました。
　ワクチン接種の際は、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
推進課で受け取ったあと医療機関へ予約をしてください。
なお、予診票の配布は、健診や相談の際にも行っています。

■問  健康推進課　緯55-2160
　震災後、長期間野積みされたがれきか
ら出る粉じんなどに対して、県仙南保健
所内に「粉じん、アスベスト（石綿）に
関する健康相談窓口」が設置されました。

■問  県仙南保健所　緯53-3116
葛日時／12月5日（水）13：30～15：00（受付13：00～）葛場所／柴田町保健センター4階葛内容／講話：「より良い人間関係を築くコミュニケーション」
　　　　講師：宮城県産業保健推進センターメンタルヘルス対策相談員  佐藤 祥子 氏葛対象／町内在住の方　　葛募集人数／80人（先着順）　　葛参加費／無料葛申込期限／11月30日（金）
■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？
　だれでもできる簡単な体操です。お気軽にご参加ください。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
※当日は、軽装で参加してください。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
　みやぎ県南中核病院では開設10周年を記念し、市民公開講座を開催いたします。
申し込みは不要ですので、ぜひ参加してください。葛日時／12月8日（土）14：00～（受付13：00～）葛場所／仙南芸術文化センター（えずこホール）葛内容／①講演「地域医療における救急医療の課題と対策」
　　　　　　講師　東北大学大学院医学系研究科救急医学分野教授　久志本成樹先生
　　　　②講演「高齢化社会における地域がん医療の課題」
　　　　　　講師　東北大学加齢医学研究所・臨床腫瘍学分野教授　石岡千加史先生
　　　　③公開討論会葛参加費／無料　※先着200人に記念品配布。
■問  みやぎ県南中核病院  経営企画課　緯51-5500（平日8：30～17：00）
レクリエーションで心も体もポッカポカ！［ 健康講座 ］

みやぎ県南中核病院からのお知らせ
「市民公開講座」開催

かけがえのない命を守るため、　　　　　　　　　　　　　　みんなで支えあえる町を目指して「こころの健康サポーター養成講座」
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宮城いきいき学園平成25年4月入学生募集

　介護している仲間で楽しい時間を過ご
してリフレッシュしませんか？
　12月のしゃべり場は、介護家族の会
「よつば会」との合同で、クリスマスラン
チ会を開催します。初めて参加する方も
お待ちしております。葛日時／12月12日（水）11：00～13：00葛場所／柴田町地域福祉センター　葛参加費／800円（お弁当、プレゼント代）葛申込期限／12月5日（水）
■申 ■問  柴田町地域包括支援センター
　緯86-3340　柴田町社会を明るくする運動推進委員会では、地域社会で善い行いをした青少年

（団体を含む）を表彰いたします。下記の基準に該当する候補者をご推薦ください。葛対象／町内在住または通学する小中学生、およびその者が構成員となっている団体葛表彰基準／①勇気、親切を示し、周囲を明るくする行いをした者
②道徳心、公共心を高める行いをした者
③明るく、元気なあいさつをする運動に取り組んでいる者
④その他、人のため社会のために奉仕するなど、善い行いをした者葛推薦期限／12月14日（金）葛推薦方法／推薦用紙に記入の上、提出してください。推薦用紙は福祉課で配布します。

■申 ■問  社会を明るくする運動推進委員会事務局（福祉課内）　緯55-5010
　12月の生活保護相談日は下記のとお
りです。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／12月7日（金）、21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　国民年金の加入中に初診日がある病気やケガなどで障害の状態になったとき、障害

認定日（初診日から1年6カ月を経過した日またはその期間内に症状が固定した日）
において、障害等級の1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けること
ができます。
　ただし、障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの「国民年
金に加入しなければならない期間」のうち、3分の2以上の期間が、①保険料を納め
た期間または②保険料を免除された期間であるという「保険料の納付要件（3分の2
要件）」を満たす必要があります。
　また、「3分の2要件」を満たせなくとも、平成28年3月31日以前に初診日がある
場合、特例として初診日のある月の前々月までの直近一年間に保険料の未納がなけれ
ばよいことになっています。
　なお、20歳前に初診日のある病気やケガによって障害の状態になった方は、障害等
級の1級または2級に該当すれば20歳から（障害認定日が20歳以降の場合は、障害
認定日から）受給できます。ただし、本人に一定額以上の所得や他年金の受給がある
場合、支給が制限されます。

■問  大河原年金事務所　緯51-3113、健康推進課　緯55-2114
　生きがいと健康づくりを目指し、地域
活動の指導者として必要な内容を身に付
ける、宮城いきいき学園の入学生を募集
しています。 葛場所／①仙南校　②大崎校　③石巻校
④気仙沼・本吉校　⑤登米・栗原校

※通学可能であれば、いずれの校を申し込ん
でも結構です。葛対象／おおむね60歳以上の県内居住者葛募集人数／各校40人葛学習日／年間22回（2学年制）葛費用／入学金 05,000円
　　　　受講料 20,000円（年間）葛申込期限／1月31日（木）必着葛その他／申込書は、福祉課で配布して
いるほか、宮城県社会福祉協議会ホー
ムページで入手できます。

■申 ■問  宮城県社会福祉協議会いきがい健
　康課　緯022-225-8477　http://www.
　miyagi-sfk.net/

■申 ■問  柴田町子育て支援センター（船迫児童館内）　☎54-4040葛日時／12月13日（木）、12月20日（木）10：00～11：30葛場所／柴田町子育て支援センター葛講師／親業インストラクター　千葉 俊一 氏（小児歯科医）葛対象／2日間参加できる方　　葛持ち物／筆記用具　葛申込期限／12月6日（木）　　葛託児定員／20人（先着順）　※託児を申し込まれた方は9：40までお越しください。
※講座終了後、個別相談も受け付けます。

　
　歌あり、踊りあり、笑いあり、お楽しみありのコンサートです。みなさんお越
しください。葛日時／12月14日（金）10：00～11：00　　葛場所／柴田町子育て支援センター葛対象／就学前までのお子さんと保護者　　　葛募集人数／50組（先着順）葛申込期限／12月7日（金）るんるん子育て講座 ～子どものココロを聴く、親のココロを伝える～

るんるんコンサート♪

青青青青青青青青青青少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年善善善善善善善善善善行行行行行行行行行行表表表表表表表表表表彰彰彰彰彰彰彰彰彰彰候候候候候候候候候候補補補補補補補補補補青少年善行表彰候補者者者者者者者者者者者ををををををををををを推推推推推推推推推推薦薦薦薦薦薦薦薦薦薦推薦ししししししししししててててててててててくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささいいいいいいいいいいしてください
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※申し込み多数の場合は、抽選となります。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　緯57-1501　思55-1501　〒989-1606大字船岡字照内1-9
　今年、ご好評いただきました「柴田さ
くらマラソン」を、来年も楽しい町のイ
ベントとして続けていくことになりまし
た。まちの皆さんのお力を少しずつお借
りして、手作りの温かいおもてなしをし
たいと思います。できる範囲でのご協力
をお願いします。葛開催予定日／平成25年4月中旬葛場所／仙台大学葛申込方法／専用の申込用紙を町の各施
設で入手してお申し込みください。

■問  柴田さくらマラソン事務局
　緯090-6688-0030 　親子で「ミニ門松」を作って素敵なお正月を迎えませんか。葛日時／12月15日（土）9：30～12：00　　葛場所／船岡生涯学習センター葛内容／親子でミニ門松を1セット（2つ）作ります。葛対象／小学生と保護者　　葛募集人数／10組（先着順）　　葛参加費／1組400円葛持ち物／軍手、フェイスタオル、ノコギリ（目の細かい刃）　　葛申込期限／12月8日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター　緯59-2520葛日時／11月30日（金）13：00～16：00葛場所／しばたの郷土館（研修室）葛募集人数／10人　　葛参加費／800円葛持ち物／エプロン、軍手、はさみ、新
聞紙葛申込期限／11月20日（火）
■申 ■問  ステンドグラス船岡（吉田）
　

　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／小学生の親子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
　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／幼児とその保護者葛参加費／無料
※事前の申し込みは不要です。

■問  槻木生涯学習センター　緯56-1997 　太陽の村にある望遠鏡で、木星と秋の
星座を観望します。ぜひご家族でお越し
ください。葛日時／11月27日（火）19：00～20：00
　（天候不良時は中止）※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） 

仙南地域職業訓練センター「クリスマス料理教室」

柴田さくらマラソン会員・ボランティア大募集！
ステンドグラス船岡　　クリスマスリース作り 親子スキンシップ教室 木星と秋の星座を見つけよう

お正月の伝統文化を体験しよう！
チャレンジ工作「アロマキャンドルをつくろう」

受講料定　員講　　師内　　　容日　　時講　座　名

2,300円16人
仙台ＹＭＣＡ
国際製菓学院講師
　　夏井　泰夫 氏

プロパティシエと一緒にクリー
ムチーズ、生クリーム、フルー
ツを使った「X’mas レアチー
ズケーキ」を作ります。

12月13日（木）
10：00～13：00

№1
パティシエと作る
X'masケーキ

2,800円16人
ＫＫＲホテル仙台
料理長
　　鹿野　佐一 氏

シェフと一緒に、クリスマスや
お正月などに手軽に作れるおも
てなし（フレンチ）料理を作り
ます。

12月19日（水）
10：00～13：00

№2
シェフと作る
おもてなし料理
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　柴田鉢花研究会員が心を込めて生産し
たシクラメンを、直売ならではの特別価
格で販売します。葛日時／12月1日（土）、2日（日）
　9：00～16：00葛場所／柴田町観光物産交流館（さくら
の里）
生産農家から直接購入もできます。葛日時／11月30日（金）～12月2日（日）
　10：00～15：00葛場所／斎藤園芸（四日市場字江関）
■問  農政課　緯55-2122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
森のあんない

森のクリスマスリースつくり
　森の自然の材料で素敵なクリスマス
リースを作ります。葛日時／12月9日（日）10：00～12：00葛募集人数／20人  葛参加費／1,000円葛申込期限／12月8日（土）
ことりはうすのクリスマス

■申 ■問  県蔵王野鳥の森自然観察センタ
　ー  緯0224-34-1882  思0224-34-1871　町では、暮らしの役立つ情報などをＥメールでお届けするサービスを行っています。

登録料は無料ですが、メールの受信などにかかる通信料は利用者の負担となります。葛配信内容／葛登録方法／
 パソコンから登録する場合
　町ホームページからパソコンや携帯電話へのメール配信を登録できます。
 携帯電話から登録する場合
　登録専用メールアドレス（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
登録してください。

■問  まちづくり政策課　緯54-2111 葛日時／毎月第2・第4木曜日（月2回）
　13：00～15：30葛参加費／月額4,000円葛作品例／ランプ、オブジェ、鏡など
■申 ■問  大宮　

第13回しばた新そばまつり葛日時／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、じゃんけ
ん大会（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■柚子フェア参加者募集イベント

　

■申 ■問  農政課　緯55-2122第1回しばた柚子フェア

※二次元コード読み
　取り対応機種の場
　合ご利用ください。

イベント・観光・物産情報、災害・防災情報、防犯・交通・安
全安心情報、休日当番医情報、健康情報、子育て情報、熊等出
没情報、柴田町図書館情報

町からのお知らせ

子育て支援情報、各種講座・イベント情報、ボランティア情報・
災害支援情報

柴田町社会福祉協議
会からのお知らせ

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（富上農村公園8：15集合）
  ※柴田町役場および槻木事務所から送迎有り。葛内容／晩秋の雨乞柚子園と町最高峰「愛宕山（あたごさん）」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）

シクラメンまつりを開催

ステンドグラス愛好会　

　ことりはうすの生き物観察会
　　葛日時／12月2日（日）10：00～12：00
　　葛対象／小中学生　葛参加費／200円　森の癒し体験（森林浴教室）
　　葛日時／12月8日（土）10：00～12：00
　　葛対象／一般　　　葛参加費／500円
　クリスマスキャンドルつくり
　　葛日時／12月15日（土）10：00～12：00
　　葛参加費／500円
　　葛申込期限／12月14日（金）　お正月飾り作り体験
　　葛日時／12月16日（日）10：00～12：00
　　葛参加費／500円
　　葛申込期限／12月14日（金）
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主な行事日学　校
教育面談6～14船岡小学校

☎55-1064 楽天イーグルス
未来塾18

全校弁当日19～20
授業参観
全校弁当日7槻木小学校

☎56-1029

楽天イーグルス
未来塾18

租税教室4柴田小学校
☎56-1430 国際理解交流会7

授業参観
懇談会（弁当持参）4船迫小学校

☎55-5394

中学校入学説明会13

全校弁当日19～20
西住小学校
☎53-3227

なかよしゲーム
集会10東船岡小学校

☎55-1811

弁当日（1～5年）
※6年、特別支援学級
　は給食有り

20

三者面談3～7船岡中学校
☎55-1162 授業参観16

振替休業日17
授業参観
キャリアセミナー
(2年)

7
槻木中学校
☎56-1331

三者面談3～11船迫中学校
☎54-1225 中学校入学説明会13

授業参観18

第2学期終業式21小中学校共通

冬季休業日24～1/7
※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：11月6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
0.09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：11月7日（水）】

測定値測定値測定値
0.14西住小学校0.14船迫小学校0.12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0.16船迫中学校0.12船岡中学校
0.07たんぽぽ幼稚園0.13浄心幼稚園0.10第一幼稚園

※毎週1回測定。私立幼稚園は随時測定0.10熊野幼稚園

（単位：μSv/h）児童福祉施設の測定結果【測定日：11月8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0.11船岡保育所
0.13西住児童館0.18三名生児童館0.12柴田児童館

※毎週1回測定0.11むつみ学園0.18船迫児童館

（単位：μSv/h）公園の測定結果【測定日：11月5日（月）】

測定値測定値測定値
0.18剣崎公園0.15白幡児童遊園0.08並松公園
0.09船岡城址公園0.21舘前緑地0.21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29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、農政課（農産物）　☎55-2122

（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（6カ所）
4.5～18（3カ所）10月30日大　　豆

※検査は宮城県農林水産部　町では平成27年度評価替えに向けた
土地評価の調査を、委託業者に依頼して
います。調査のために私有地への立ち入
りをお願いする場合には、町発行の証明
書を提示いたしますので、ご協力のほど
お願いします。
　また、ご不審な点があればお問い合わ
せください。葛期間／11月上旬～平成26年3月下旬葛調査区域／町内全域
■問  税務課　緯55-2116固定資産税の土地評価に係る調査のご協力についてお願い
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