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●「村田高等学校開放講座～科学を通してみる歴史～」

　

�場所／村田高等学校　　�対象／18歳以上の方
�募集人数／30人　　�申込期限／6月 22日（水）　　�受講料／無料
�申込方法／電話、ＦＡＸ、はがき、メールのいずれかでお申し込みください。お申
　し込みの際には、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号をお知らせください。

■申 ■問  村田高等学校　� 83-2275　� 83-2276
　〒989-1305 村田町大字村田字金谷1　Ｅメール：murata-h@murata-h.myswan.ne.jp

●「仙台大学開放講座～自宅でできる簡単健康福祉術～」

�時間／各回18：30～ 20：30　　�場所／仙台大学　　�対象／40歳以上の方
�募集人数／50人（先着順）　　�申込期限／6月 10日（金）　　�受講料／無料
�申込方法／はがきに住所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、職業、電話番号を記入の
　上お申し込みください。

■申 ■問  仙台大学事業戦略室　� 55-1621　〒989-1693　柴田町船岡南2丁目2-18

�日時／ 6月 12日（日）7:00 ～ 16:00
　※白石スキー場駐車場集合

�内容／蔵王山開き、花の南蔵王縦走コ
　ース・高山植物などの観察会（ハクサ

　ンイチゲ、シラネアオイなど）

�参加費／ 2,500 円

■申 ■問  蔵王植物観察会（太田）
　Eメール：zao@d1.dion.ne.jp

　東禅寺寺子屋企画の主催で、地元落語

家による本格落語をお聴きいただきます。

収益金は、震災で両親を失った子どもた

ちに届けます。

�日時／6月11日（土）13：30～15：30
�場所／東禅寺本堂
�参加費（木戸銭）／ 500円と募金

■問  東禅寺　� 56-1754

　自由にふらっと気軽に遊びにくる“屋

根のある公園”です（予約は要りません）。

気軽にお出掛けください。14日はおも

ちゃ病院も開院します。参加は無料です。

�日時／ 6月 7日、14日、21日、28
　日の火曜日 10：00～ 11：45
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴
　田店隣）

�対象／ 0歳児～未就園児を持つ親子
�持ち物／おてふき、飲み物など

■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆるり
　ん　� 080-4178-9374

みやぎ県民大学受講生募集 蔵王フラワートレッキング
2011-12

移動なかよし広場
～みんな集まれ　楽しく遊ぼう♪～
�日時／6月7日（火）9：45～11：30
�場所／槻木生涯学習センター
�対象学区／槻小・柴小学区
�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの

�日時／6月16日（木）9：45～11：00
�場所／西船迫保育所
�対象／1歳～就学前のお子さんと保護者
�募集人数／ 20組
�持ち物／各自必要なもの
�申込期限／ 6月 9日（木）

一緒に遊ぼう
～保育所のお友達とあそびましょう♪～

■申 ■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

内　　　　容日　　　　時

タイタニック号の悲劇（技術と危機管理）13：00～ 15：006月 25日（土）第 1回

大仏開眼供養（大仏製作と万葉裏話）10：00～ 12：007月 30日（土）第 2回

村田町文化遺産散歩（神社と巨木、蔵と紅花）10：00～ 15：008月 27日（土）第 3回

近代科学と争いごと
（広島・長崎から 9・11まで）

13：00～ 15：009月 17日（土）第 4回

内　　　　容実施日

開講式、「自宅でできる簡単　応急手当と熱中症予防」6月 17日（金）第 1回

「自宅でできる簡単　介護術」6月 24日（金）第 2回

「自宅でできる簡単　健康生活法と運動」7月 1日（金）第 3回

「自宅でできる簡単　心のケア」、閉講式7月 8日（金）第 4回
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　東日本大震災により応急仮設住宅の入居資格を有する方で、すでに個人で契約した
（または契約予定の）民間賃貸住宅について、県がその住宅を借り上げ、応急仮設住
宅扱いとして入居者の方に提供できることとなりました。
　なお、この制度を利用すると「住宅の応急修理制度」および「被災者生活支援再建
支援制度の加算支援金（賃借料）」は、利用できません。
　この制度に関する詳細はお問い合わせください。

1．申し込みできる方　
　次の①および②に該当する方が対象となります。
①東日本大震災で被災した方で、次のいずれかに該当する方
　�自宅が全壊または居住する住宅がない方
　�自己の資力では住宅の確保が困難な方
　�長期間にわたって家に戻ることが難しいと見込まれる方
②契約時期
　震災以降に被災者名義で、すでに個人契約した方またはこれから契約する方

2．契約期間（応急仮設住宅として県が借り上げる期間）
　契約日から2年間。ただし、震災後4月 30日までに、すでに契約している方は、
5月 1日から 2年間

3．契約条件（県が借り上げ負担する条件）
　契約条件は次の通りです。ただし、すでに契約をしている場合は、入居者ご自身が
貸主と協議し、現契約の解除と新たな三者（入居者・県・貸主）間契約の締結につい
て、了承を得ていることが必要です。また、敷金や礼金の一部返還などについても入
居者自ら貸主と交渉することとなります。
　なお、契約条件で上限額を超える部分や駐車場代などは入居者負担となります。
①月額賃料：下表の通り　②敷金：賃料の1カ月分が上限　③礼金：賃料の1カ月
分が上限　④仲介手数料：賃料の0.525カ月分が上限　⑤生活必需品負担金（ガス
コンロ、照明器具、カーテン）：200,000 円が上限　⑥共益費・管理費（共有部分）
　⑦火災保険等損害保険料（家財保険は含まれません）

　民間賃貸住宅の借り上げの目安

　※上記の月額賃料は相場であり、上記金額に20,000 円を加えた金額が上限額となります。

4．申込方法
①すでに契約された方　
　福祉課で配布する「応急仮設住宅入居希望調査票」に必要事項を記入の上、り災
証明書と貸主と取り交わした賃貸借契約書の写しを添えてお申し込みください。
②今後契約を予定している方　
　必ず契約される前に、り災証明書を持参の上ご相談ください。

5．申込期限
6月 30日（木）

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

　東日本大震災により被災した住宅の改
修を補助します。
�補助対象者／柴田町に住所登録をして
　いる方（外国人登録者も含みます）
�対象住宅／町内にある住宅で自己所有
　の現に住んでいる住宅
�補助対象工事／震災による住宅改修に
　要する費用（消費税および地方消費税
　を除く）が 20万円以上であること。
　住宅改修が平成24年3月31日までに
　終了すること。
�補助金額／一律 10万円
�申請書・手引きの配布場所／商工観光
　課、槻木事務所、各生涯学習センター、
　農村環境改善センター、西住公民館
�申請受付／日時：6月 6日（月）～ 7日
　（火）10：00～15：00 ※予備日：8日（水）
　場所：役場 3階　大会議室
※上記日時以降でも、申請を受け付けでき
　ますので、ご相談ください。
※5月13日配布のチラシで、申請受付場所
　が 2階になっておりました。訂正してお
　詫び申し上げます。

■問  商工観光課　� 55-2123

民間賃貸住宅も応急仮設住宅として認められました

　東日本大震災により他市町村で被災し柴田町内に避難されている方が、避難前にお
住まいだった県や市町村からのさまざまなお知らせを受けられるように、避難先など
に関する情報を受け付けしています。詳しくは町民環境課までお問い合わせください。

■問  町民環境課　� 55-2113

　東日本大震災によって、柴田町でも多
くの道路や下水道施設が被害を受けまし
た。現在、道路の沈下や下水道のマン
ホール隆起に対しては、敷き砂利などに
よって応急の処置を行っています。今後、
被災した道路や下水道は、国による災害
復旧事業の現地査定を受けた後、順次本
復旧を行ってまいります。
　しばらくの間ご迷惑をお掛けしますが、
ご理解とご協力をいただきますようお願
い申し上げます。

■問  道路関係（都市建設課）　� 55-2120
 下水道関係（上下水道課）　� 55-2118

　震災により住宅、家財、車両などに損
害を受けた場合の所得税の還付や減免な
ど、震災に関する国税のご相談を電話で
お受けしています。国税庁ホームページ
もご利用ください（www.nta.go.jp）。

■問  大河原税務署　� 52-2202

避難先の情報提供について

月額賃料（円）入居世帯人数間取り月額賃料（円）入居世帯人数間取り

68,0002 ～ 4人2ＬＤＫ32,0001 人（単身）1Ｋ

57,0004 人3ＤＫ42,0001 ～ 2人1ＤＫ

69,0004 人以上3ＬＤＫ45,0002 人2Ｋ

48,0002 ～ 3人2ＤＫ

震災住宅改修事業の
受け付けが始まります

道路と下水道の災害復旧
に伴うお知らせ

震災に関する電話相談を
ご利用ください
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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（卓球・バドミントンに限ります）。

槻木体育館
6 月 5 日（日） 9:00～16:00

6 月19 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
6 月12 日（日） 9:00～16:00

　※行事などにより変更になる場合があります。

体
育
施
設
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 
日時／6月15日（水） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／6月21日（火） 19:00～
場所／船岡公民館

7
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

※学校体育施設については、東日本大震災の影
　響により開放できない施設があります。詳し
　くはお問い合わせください。

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

6月 7 日（火）関根　朝成

生　　活
6月14日（火）佐藤由美子

6月21日（火）近江　宣男

6月28日（火）飯渕　紀子

■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

6月 1 日（水）渡邊みち子

人　　権

6月 8 日（水）木島　基子

6月15日（水）大友　勝彦

6月22日（水）佐久間捷哉

6月29日（水）桂川　クメ

6月22日（水）星　マサ子行　　政

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（火）（水）（金）日下　信子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

　町では、東日本大震災が引き金となり病気や持病の悪化などで亡くなる「震災関連

死」と思われるご遺族の皆さまへの災害弔慰金の申請受付を開始いたします。

　震災関連死は、震災との因果関係にあることが認定要件となりますので、心当たり

のご遺族の方は、次の内容をご確認の上ご相談ください。

�申請期間／ 6月 1日（水）～ 30日（木）

●災害弔慰金とは
東日本大震災により死亡された方のご遺族に対して町が支給します。

�生計維持者が死亡した場合：500万円 

�その他の方が死亡した場合：250万円 

●支給の対象となる方
　3月 11日の本震、4月 7日の余震から1カ月以内に死亡され、震災との因果関係

があることが認定された方（被災時、柴田町に住所があった方）のご遺族です。 配偶

者、子、父母、孫、祖父母の順に、優先順位が決められています。

●震災関連死とは
津波や建物の倒壊など直接的な原因だけでなく、下記のような場合が考えられます。

�病院の機能停止による初期治療の遅れ

�病院の機能停止（転院を含む）による既往症の増悪

�交通事情などによる初期治療の遅れ

�避難所など生活における肉体的や精神的疲労

�地震のショックや余震への恐怖

�そのほか、死亡の状況が東日本大震災に起因していると認められる場合

●申請に必要な書類
�災害弔慰金支給に係る届出

�受領される方の身分証明書の写し

�東日本大震災に係る追加死亡診断書（死亡診断書を記載した医師が記入、有料）
　※様式は福祉課で配布します。

�振込口座の通帳の写し（金融機関名、取引店名、口座番号が印字された部分）

�そのほか、町長が必要と認める書類
※ご注意：町では、死亡した方の直接の死亡原因などの状況は把握できませんので、申請時に新
　　　　　たに、医師による災害関連死確認のための「東日本大震災に係る追加死亡診断書」の
　　　　　提出をお願いします。

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

　町では、公正で透明な町政を実現するため、平成13年度から情報公開制度を実施

しています。また、平成17年度には、個人の権利や利益を保護することを目的とし

た個人情報保護条例を施行し、町が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止などを

請求できる個人情報保護制度を実施しています。平成22年度の実施状況は、以下の

通りです。

【平成22年度情報公開制度実施状況】

　

【平成22年度個人情報保護制度実施状況】

　

■問  総務課　� 55-2111

震災関連死に伴う災害弔慰金相談のご案内

不服申立
て件数

処　　理　　内　　容
請求件数

取下げ不存在非公開部分公開公　開

－1－－－23

不服申立
て件数

処　　理　　内　　容開示請求
件数 取下げ不存在非開示部分開示開　示

－－3－－14
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【1次試験】�実施日／ 7月 24日（日）　　�場所／仙台大学　
　�内容／教養試験、一般性格診断検査、専門試験
【2次試験】�実施日／9月下旬ごろ　　�場所／柴田町役場
　�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】総務課で配布します。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】6月 1日（水）～ 24日（金）※土・日曜日を除く。
【受付時間】8：30～ 17：15　※郵送の場合は、6月 24日（金）午後5時まで柴田町役場に
　必着のものに限ります。

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

　仙台国税局では、バイタリティーあふ
れる税務職員を募集しています。国の財
政を支える税務職員に、あなたもチャレ
ンジしてみませんか。

�受験資格／平成2年4月2日～平成6
　年 4月 1日生まれの方

�申込期間／6月21日（火）～28日（火）

�申込書の請求／最寄りの税務署、仙台
　国税局人事第二課または人事院東北事
　務局に請求ください。

■問  人事院東北事務局  �022-221-2022
　 仙台国税局人事第二課
　　　 　  � 022-263-1111 （内）3236

平成 23年度 

国家公務員採用Ⅲ種（税務）
試験のお知らせ

柴田町職員を募集します

　平成18年11月より住民基本台帳の閲覧が、個人情報保護に留意した新しい制度に

変わりました。これにより、公共的・公益的な目的での閲覧のみに限られ、営業活動

などを目的とした閲覧は禁止されました。また、閲覧の状況を少なくとも年一回公表

するよう定められております。

　平成22年度の実施状況は以下の通りです。

【国または地方公共団体の機関の請求による閲覧】

【個人または法人の申し出による閲覧】

■問  町民環境課　� 55-2113

○対象となる方
　次の理由により、被保険者および連帯
納付義務者の方が、保険料の全部または
一部を納付することができないと認めら
れる場合、申請により保険料が減免にな
る場合があります。
①震災、風水害、火災のほか、これらに類
　する災害により、住宅、家財のほか、財
　産について著しい損害を受けたこと
②死亡し、または心身に重大な障害を受
　け、もしくは長期入院したことにより
　収入が著しく減少したこと
③事業もしくは業務が休廃止され、事業
　もしくは業務における損失が生じ、ま
　たは失業したことにより、収入が著し
　く減少したこと
※所得状況などに応じて減免割合は異なります。

○提出書類
　�後期高齢者医療保険料減免申請書
　�り災証明書　�被災状況が確認でき
　る資料　�損害保険などによる補てん
　がある場合は、その補てん額が確認で
　きる書類など
○申請期限
　被災した日より 1年
○注意事項
　保険金、損害賠償金などにより補てん
されるべき金額は、損害額から除きます。
※上記の内容は、今後、国から示される基準
　により変わる場合があります。

■問  健康推進課　�55-2114、宮城県後期高
　齢者医療広域連合　� 022-266-1021

　東日本大震災に伴う「り災（被災）証明」の取り扱い窓口が、6月から税務課
に変更になります。証明書の申請は、税務課または槻木事務所へお越しください。

■問  税務課　� 55-2116

り災（被災）証明に係る取り扱い窓口の変更について

後期高齢者医療保険料の
減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免免減免について

受　験　資　格職務内容採用予定人数職種試験区分

昭和 62年 4月 2日以降に生まれた方
で、学校教育法による大学（短期大学
を除く）を卒業した方または平成24年
3月末日までに卒業見込みの方

一般行政事務
に従事3人程度行政

上　級
（大学卒 
 業程度）

昭和 62年 4月 2日以降に生まれた方
で、保育士の資格を有する方または平
成 24年 3月末日までに資格を取得す
る見込みの方

一般的な保育
業務に従事1人程度保育士

中　級
（短期大学 
 卒業程度）

閲覧に係る住民の範囲請求事由の概要閲覧機関の名称閲覧年月日

①平成4年4月2日～平成5年4月1日生まれの男女
②平成7年4月2日～平成8年4月1日生まれの男性

自衛官等の募集に伴
う広報のため

防衛省自衛隊宮
城地方協力本部

平成22年　　
　　6月1日

大字船岡字若葉町の男女 51人
乳幼児身体発育調査
の対象者把握のため

宮城県仙南保健
所

平成22年　　
　　8月23日

閲覧に係る住民の範囲利用目的の概要閲覧申出者名
（法人・代表者名）

閲覧年月日

船岡中央3丁目の13歳から
69歳までの男女 21人

「日本人のメディア利用に関する実態
調査」の実施のため

社団法人中央調査社
会長 中田正博

平成22年
　　5月1日

大字船岡字上大原の 60歳
から79歳までの男女20人

「消費者教育の試行的実施による効果
検証のための調査研究」の実施のため

株式会社日本リサーチセンター
代表取締役 鈴木稲博

平成22年
　 10月19日

平成22年度における住民基本台帳閲覧制度の

実施状況を公表します　 　　　　　　　　　 
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　胃がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。当日、受診票がないと検診は

受けられません。申し込まれた方で、6月 3日（金）までに受診票が届かなかった場合

はご連絡ください。また、当日会場でのお申し込みはできません。転入などによりお

申し込みをしていない方で検診を希望される方は、6月 15日（水）までにお申し込み

ください。

　なお、受診日や場所は、配布する受診票でお知らせします。

�日時／6月16日（木）13：00～16：00
�場所／役場 町民相談室（1階）
�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
※事前予約制となります。開催日の前日まで
　電話で受け付けています。
※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。

宮城県行政書士会

　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■予 ■問  福島行政事務所
　� 0224-63-5779

○男性相談（電話相談のみ）
　男性相談員による相談を実施しています。

�日時／毎月第4火曜日　17：00～ 20：00　　�相談専用電話／022-211-2557
○一般相談
　配偶者やパートナーからの暴力やセクハラなど、男女共同参画に関する悩みや苦情

などについて、お気軽にご相談ください。相談は、性別問わず受け付けています。相

談は無料、秘密は厳守します。

�日時／月～金曜日　8：30～ 16：45（祝日・年末年始を除く）
�場所／県庁13階　　�相談電話／022-211-2570
○法律相談（予約制）
　毎月1回、女性弁護士による法律相談を実施しています。相談は無料です。

�日時／毎月第4木曜日　13：00～ 16：30　　�予約電話／022-211-2570

■問  県共同参画社会推進課　� 022-211-2568

　プールは、東日本大震災の影響により

当面の間、ご利用はできません。プール

以外の施設（トレーニングジムおよびス

タジオ）は、6月 2日（木）から再開いた

します。詳しくはお問い合わせください。

■問  宮城県仙南総合プール   � 56-1663

　入間田テニスコートの一般開放時に、テニス協会による無料のワンポイントレッス

ンを開催します。申し込みは不要です。

�日時／毎月第2日曜日 13：30～ 15：00

■問  柴田町テニス協会事務局（加藤）　

宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮城城城城城城城城城城県県県県県県県県県県仙仙仙仙仙仙仙仙仙仙南南南南南南南南南南総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合ププププププププププーーーーーーーーーールルルルルルルルルル宮城県仙南総合プール
からお知らせ

骨髄バンクドナー登録に
ご協力ください

　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
つかりますよう骨髄バンクドナー登録
にご協力ください。（要予約）
�日時／6月14日（火）・28日（火）
　9：00～10：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
�対象／�18歳～54歳で、体重が男性
　45�以上、女性40�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）
�日時／6月14日（火）・28日（火）
　　　　10：00～12：00
　　　◆ＨＩＶ迅速検査
　　　　6月7日（火）17：00～19：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
※電話での相談は随時行っています。

エイズ・クラミジアの相談、
抗体検査を行っています

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　疾病対策班　� 53-3121

�受付時間／いずれも8：00～ 10：00

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

場　所実施日

槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター6月 14日（火）

保健センター、船迫生涯学習センター6月 15日（水）

保健センター、槻木生涯学習センター6月 16日（木）

槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター6月 17日（金）

保健センター6月 18日（土）

保健センター6月 20日（月）

槻木生涯学習センター、船迫生涯学習センター6月 21日（火）

保健センター、船岡生涯学習センター6月 22日（水）

槻木生涯学習センター、船岡生涯学習センター6月 23日（木）

保健センター、船岡生涯学習センター6月 24日（金）

保健センター、農村環境改善センター6月 25日（土）

槻木生涯学習センター6月 28日（火）

船迫生涯学習センター6月 29日（水）

船迫生涯学習センター7月 1 日（金）

船迫生涯学習センター7月 5 日（火）

船迫生涯学習センター7月 6 日（水）
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　町では、高齢者の肺炎へのり患や重症化予防のためのワクチン接種を希望する方に、

接種料金の一部を助成します。

　肺炎球菌ワクチン接種は、予防接種法に基づかない「任意接種」であり、本人の希

望により接種を受けるものです。対象となる方で希望される方はお申し込みください。

�申込期間／6月 1日（水）～ 9月 16日（金）
�接種期間／6月 15日（水）～ 9月 30日（金）
�対象／65歳以上の方（年齢は接種日現在）※過去に接種された方は対象外となります。
�自己負担料／3,500円　※接種料金7,500円のうち 4,000円を公費助成します。
�持ち物／健康保険証や介護保険証など（本人確認ができるもの）、予診票（申し込み
　後に自宅へ送付します）

�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、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、船岡今野病院、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

�接種方法／健康推進課に電話または直接お申し込みください。該当する方へ予診票
　などを送付します。その後、実施医療機関に電話などで予約し接種してください。

 肺炎球菌ワクチンＱ＆Ａ
Ｑ1．肺炎球菌ワクチンとは？

　Ａ．高齢者の肺炎の原因として頻度の高い肺炎球菌に狙いを絞ったワクチンで肺

　　炎を予防できるほか、万が一肺炎になっても軽症で済むなどの効果があります。

　　ただし、すべての肺炎に有効ということではありません。

Ｑ2．何歳の時に受けたらいいの？

　Ａ．町の助成は65歳から受けることができます。一生免疫が持続するわけでは

　　ありません。5年間は有効と言われていますが、個人差もあり、皆さんに同じ

　　程度有効というわけではありません。何歳で接種されるのかは、健康状態など

　　を考慮し判断してください。

Ｑ3．生涯に 1回しか接種できないの？

Ａ．再接種による副反応の増強（注射部位の局所反応）が観察されているため、

　安全性を考慮し、日本では生涯に1回しか接種することができませんでしたが、

　平成21年 10月に再接種が可能となりました。しかし、再接種にあたっては、

　再接種が副反応の増強のリスクを上回る場合に（肺炎球菌による重篤疾患に罹

　患する危険性が極めて高いものなど）、十分な間隔（5年以上経過）を確保し行

　うこととされているため、再接種を希望する方は主治医へご相談ください。な

　お、再接種の場合は助成の対象とならず、全額自己負担となりますので、ご了

　承ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　80歳になっても20本の歯を保ち、一

生自分の歯で食べられるように歯の健康

づくりを心掛けましょう。

■問  健康推進課　� 55-2160

　青年期健康診査を申し込まれた方に受診通知書を配布しました。まだ届いていない

方はご連絡ください。健診期間を過ぎると受診できなくなりますので、必ず期間内に

受診してください。追加申込は6月 27日（月）まで受け付けます。健診内容などの詳

細はお知らせ版5月 15日号をご覧ください。

�健診期間／6月 1日（水）～ 30日（木）
�対象／19歳～ 39歳の方　※年齢は平成24年 3月 31日現在
�自己負担料／柴田町国民健康保険加入者　800円、左記以外の方　1,700円

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　初めての妊娠の方、何度か経験してい

る方、喜びや楽しみと共に、それぞれ悩

みや不安があるのではないでしょうか。

妊婦同士の交流を通して、健康に妊娠期

を過ごせるように、一緒に体験をしませ

んか？予約は不要です。当日、直接会場

にお越しください。

�日時／ 6月 20日（月）9：30～ 11：40

�受付時間／ 9：00～ 9：20

�場所／保健センター 1階

�内容／ママ体験（胎児人形抱っこ体験

　など）、妊娠中の食生活、歯の手入れに

　ついて、妊婦生活についてみんなで語

　ろう！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

　センターの活動を通して、生き生き元

気に輝かせてみませんか。センターでは、

経験・能力などに応じた高齢者にふさわ

しい仕事を引き受け、会員の皆さまへ提

供しております。詳しくはお問い合わせ

ください。

○女性会員の活動例
就業：除草、障子・襖・網戸張り替え、

　　　ポスティング、家事援助、清掃、

　　　簡易的作業など

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

■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

★ 町内在住 60歳以上の方 ★
★ 女性歓迎 ★

（社）柴田町シルバー人材センター
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　町では、宮城県より貸与された環境放射線測定器で空間放射線量の測定を行ってい
ます。測定場所および測定結果などは下記の通りです。
　測定結果は、文部科学省が屋外活動の制限基準値としている毎時3.8 マイクロシー
ベルト（μSv/h）を下回っています。

●定点測定地の測定結果【測定日：5月 24日（火）】　　

※柴田町役場と槻木生涯学習センターは毎日、その他の施設は毎週火曜日に測定。

●学校施設の測定結果【測定日：5月 23日（月）】　　　

※宮城県教育委員会は、現在のところ健康に影響を与えるレベルにはなく、校舎・校庭などを平
　常通り利用して差し支えないとしています。

●児童福祉施設などの測定結果【測定日：5月 18日（水）、20日（金）】

※毎月測定のほか、必要に応じて随時測定。

【測定場所】定点測定地：施設周辺（駐車場など屋外）、学校施設：校庭または園庭、
　児童福祉施設など：園庭
【測定位置】小学校・第一幼稚園・児童福祉施設など：地表から50cm、定点測定地・
　中学校：地表から100cm
【測定値】1分間おきに 10回測定し、その測定値の平均値です。

■問  町民環境課  � 55-2113、教育総務課  � 55-2134、子ども家庭課  � 55-2115

　国民年金保険料を納めた期間（厚生年金などの加入期間を含む）と国民年金保険料の
納付を免除された期間が25年（300月）以上ある方には、65歳から老齢基礎年金が
支給されます。年金額を少しでも多く受給したい方は、国民年金保険料と併せて付加
保険料（月額400円）を納付すると老齢基礎年金に付加年金が加算され支給されます。

　　付加年金の年金額  ＝  200 円  ×  付加保険料を納付した月数

　　　（例）付加保険料を10年間納付した場合
　　　　　�付加保険料の納付額  ＝  400 円 × 12 月 × 10 年 ＝ 48,000 円
　　　　　�付加年金の年金額  ＝  200 円 × 12 月 × 10 年 ＝ 24,000 円

　この場合、毎年24,000 円の付加年金が老齢基礎年金に上乗せされ、2年以上年金
を受給すると支払った額以上に受け取れる有利な仕組みになっています。
　なお、付加保険料の納付はお申し込みのあった月分からになります。
※国民年金基金に加入中の方、免除を受けている方は付加保険料を納付できません。
※納付期限（対象月の翌月末）を過ぎると納付できません。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2114

測定値測定値

0.15農村環境改善センター0.18柴田町役場

0.15船迫生涯学習センター0.19船岡生涯学習センター

0.19西住公民館0.14槻木生涯学習センター

測定値測定値

0.28柴田小学校0.18船岡小学校

0.28船岡中学校0.29船迫小学校

0.31船迫中学校0.33西住小学校

0.21槻木中学校0.37東船岡小学校

0.32第一幼稚園0.23槻木小学校

測定日測定値測定日測定値

5/180.33三名生児童館5/200.37船岡保育所

5/180.30西住児童館5/200.26槻木保育所

5/180.33船迫児童館5/200.31西船迫保育所

5/180.25むつみ学園5/180.27柴田児童館

単位：μSv/h

単位：μ Sv/h

単位：μ Sv/h

国国民民年年金金のの付付加加保保険険料料ははおお得得でですす！！
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≪震災寄附金≫

○昭和電線ホールディングス㈱／昭和電

線ケーブルシステム㈱（500万円）　○

北海道伊達市姉妹都市支援委員会

（2,882,779 円）　○㈱伊藤チェーン

（203万 3千円）　○全日本民主医療機

関連合会（100万円）　○柴田町上下水

道組合（100万円）　○北海道洞爺湖町

（50万円）　○全国町村議会議長会（30

万円）　○北海道伊達市農業委員会（10

万円）　○退職教員互助会柴田地区会（3

万円）

≪支援物資提供≫

○愛知県名古屋市  ㈱山越（自転車） 

○岐阜県高山市  柏木工業㈱（木製イス） 

○（社）宮城県歯科医師会（歯磨き粉など）

※4月 26日以降に震災寄附金・支援物資を
　受け付けした分のみを掲載しました（5月
　18日現在、敬称略・順不同）。

�日時／ 6月 4日（土）、18日（土）

　9:30～ 11:00

�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。

�参加費／400円

�対象／小学4年生以上

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

6月のトンボ玉体験会

　平成24年 3月に高等学校卒業予定の方を募集する求人受付が、6月 20日から開

始となります。厳しい経済情勢の下ではありますが、高校生を取り巻く就職環境に明

るさが見えつつあった中、東日本大震災が発生し、その影響で就職環境は非常に厳し

い状況となっております。企業経営が大変な折ではありますが、このようなときこそ、

優秀な人材を採用できるまたとないチャンスでもあります。高校生が一人でも多く就

職できるよう、早期の求人と採用枠の拡大についてご配慮いただきますようお願いい

たします。

■問  ハローワーク大河原　� 53-1042　� 52-3989

　独身の男女を対象に、将来設計につい

ての話を聞いたり、ボウリングや芋煮会

などを通した親睦交流会を開催します。

�日時／ 6月から 12月までの日曜日、
　月 1回程度開催

　第 1回：6月 12日（日）
　　　　　10：00～ 12：00

�場所／船岡生涯学習センターほか
�対象／ 30歳代～ 40歳代の独身の方
�募集人数／男女各 10人（先着順）
�参加費／実費（材料代）
�申込期限／ 6月 8日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

■「囲碁将棋教室」のご案内
�日時／ 6月 2日（木）、18日（土）10：00～ 17：00
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます（低学年は保護者付き添い）。
�参加費／無料　※申し込みは不要です。直接「ゆる．ぷら」にお越しください。

■口笛コンサートのご案内
　透き通るような音色に癒されてみませんか？知っている曲ならリクエストも
受け付けます！
�日時／ 6月 12日（日）13：30～ 14：00　　�参加費／無料

■ギャラリー展示

●シャドーボックス三人展
　　「シャドーボックス」とは、数枚の同じ絵をパーツごとに切って重ね立体的
　な絵にしたものです。
　�期間／ 6月 5日（日）まで

●布のおじぞうさん作品展
　　癒されたい人集まれ！優しいお顔の“おじぞうさん”を眺めて、心を癒し
　てみませんか？ぜひ一度足をお運びください。
　�期間／ 6月 7日（火）～ 19日（日）

■問  しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」（イオンタウン柴田ショッピングセンター内 )　
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
　まちづくり政策課　� 54-2111

�開館時間／10：00～ 18：00　  � 6月の休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

　県と共同で実施してきました「みやぎっこ子育て家庭応援事業」は、カードデザイ

ンも新たに平成23年 4月 1日から名称を「みやぎっこ応援カード事業」と変更にな

りました。

　この事業は、県と市町村が店舗（企業）の協力をいただきながら、子育て家庭を地

域全体で支える環境づくりを進めようとするものです。

　協賛店で特典を受けるためには「みやぎっこ応援カード」が必要で、カードは子ど

も家庭課と槻木事務所で配布します。配布対象は、中学生までのお子さん、または妊

婦さんのいる世帯です。協賛店は、店頭に貼ってあるステッカーを目印にしてくださ

い。また、次のホームページからも検索できます。

○パソコンからは http://sukumiya.jp　○ケータイからは http://sukumiya.jp/ ｍ /

■問  子ども家庭課　� 55-2115、県子育て支援課　� 022-211-2528

出会い・ふれ愛教室
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　花と緑の愛好家の皆さんのご厚意に

より、特色ある庭園をご覧いただけま

す。花と新緑で、心を癒してみませんか。

＊「オープンガーデン」とは、日時を

　決め個人の庭を一般開放するもので

　す。

　マナーを守って

　鑑賞しましょう。

�開催時間／
　10:00 ～ 16:00
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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。

※上記事業の対象者で風邪気味の方のご来場はご遠慮ください。　※成人健康相談のある方はご連絡ください。

休日急患当番医（診療時間／9:00～ 17:00）

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
6/1（水）

13：30～ 15：30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）

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
佐藤（郁）先生

平成 21年 11月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

3（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

8（水）
12：45～ 13：15板野先生、小田部先生平成 19年 12月生まれの方3歳 6か月児健康診査

※歯ブラシとタオルをお持ちください。

  9：15～   9：45平成 22年 6月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

10（金）

  9：00～ 10：00食生活が心配な方および家族
食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）

13（月）

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）14（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付15（水）

12：45～ 13：15小屋先生平成 21年 2月生まれの方
2歳児歯科健康診査
※歯ブラシとタオル、フッ素塗布希望者は調
　査票もお持ちください。

21（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付22（水）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）28（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付29（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 1月生まれの方4か月児健康診査30（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 21年 12月生まれの方1歳 6か月児健康診査
※歯ブラシとタオルをお持ちください。

7/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
6（水）

13：30～ 15：30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）

  9：00～ 10：00食生活が心配な方および家族
食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）

11（月）

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

もみの木薬局
　船岡　� 54-3837

大河原歯科医院
　大河原　� 52-2250

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

村川医院
　船岡　� 54-23166/5

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

トミザワ薬局船迫店
　船岡　� 58-1211

こや歯科医院
　船岡　� 54-5005

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

ふなばさま医院
　船岡　� 58-222012

ひばり調剤薬局
　大河原　� 52-8686

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

後藤歯科医院
　大河原　� 52-2533

大河原整形外科クリニック
　大河原　� 51-1502

町南診療所
　村田　� 83-550319

銀座薬局
　船岡　� 54-2201

村田調剤薬局
　村田　� 83-5641

榊原歯科医院
　村田　� 83-2419

毛利産婦人科医院
　船岡　� 55-3509

山田医院
　村田　� 83-208826

ひまわり薬局
　船岡　� 87-8430

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

さとう歯科医院
　槻木　� 56-5112

永沼整形外科
　船岡　� 54-2244

さくら内科消化器科
　大河原　� 53-51517/3

さとう調剤薬局
　大河原　� 51-4431

つばさ薬局船岡店
　船岡　� 58-1065

船岡中央歯科医院
　船岡　� 55-0970

庄司クリニック
　大河原　� 51-3741

しばた協同クリニック
　船岡　� 57-231010

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

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…
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　
毎日  午後7時から午後11時まで

宮城県こども夜間安心コール
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