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お知らせ版
平成23年11月1日

広報しばた・お知らせ版・第686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/

　“読書の秋”がやってきました。開館1周年記念のお祝いも兼ねた「図書館まつり」

を開催します。楽しいイベントに参加して“読書の楽しさ”を体験しませんか。ぜひ

ご来館ください。

�日時／11月5日（土）10：00～16：00　　�場所／柴田町図書館（しばたの郷土館内）

 イベント・スケジュール

○記念コンサート

　�出演／えずこヴァイオリンアカデミー、樅ノ木女声合唱団　13：00～ 14：00

○図書クイズ（正解者に景品引換券進呈：300人限定）　10：00～

○トンボ玉体験会　　　　　　　　　　　　　  10：00～ 12：00

○読み聞かせ会（絵本、紙芝居の読み聞かせ）　10：00～ 16：00

○おもちゃ病院（壊れたおもちゃ直します）　　10：00～ 12：00

○かえっこバザール　　○リサイクルバザー　　○喫茶コーナー　など

�協力／柴田町図書館サポート委員会

■問  柴田町図書館　� 86-3820

　柴田町では初めて「柴田町子どもフェスティバル」を開催します。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。大人の参加もできま

す。ぜひご家族揃って遊びに来てください。参加は無料です。

　なお、詳細については、町ホームページをご覧ください。

�日時／ 11月 13日（日）13：00～ 16：00　　�場所／農村環境改善センター

■問  生涯学習課　� 55-2135

　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。また、

観光スポットの整備や塗装作業をします。

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。

�日時／ 11月 5日（土）9：30～ 11：30
※小雨決行

�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お集まりください。

�持ち物／軍手、移植ベラ
�そのほか／団体で参加される場合、事
　前にまちづくり政策課までご連絡くだ

　さい。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　お子さんから大人まで楽しめる「口や歯の健康づくり」に関するさまざまなコーナー

を開いてお待ちしています。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

�日時／ 11月 12日（土）12：45～ 16：00　　�場所／保健センター

�内容／フッ素塗布（申込者のみ）、歯科相談、歯こうの細菌が見られる顕微鏡コーナ

　ー、石こう人形への色付けコーナー、歯の川柳展示、スタンプラリー（先着順で景

　品あり）、即売、骨量測定など

 骨量測定を実施します　～事前申込は不要です～

�受付時間／13：30～ 15：15　　�内容／超音波検査による骨量測定（裸足で測定）

�対象／20歳以上の方　　�測定人数／70人（先着順）　　�測定料／無料

�主催／柴田郡歯科医師会、仙南地域医療対策委員会

�後援／柴田町、大河原町、村田町、川崎町、宮城県歯科医師会

■問  健康推進課　� 55-2160

　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、廃瓦や

ブロック類の自主持ち込みの追加受け付

けを行います。
※受け付けできるものは、地震によって破損
　したものだけです。

�受付日時／ 11月 7日（月）～ 9日（水）
　9：00～ 15：00

�受付場所／柴田町総合運動場駐車場
�受付品目／廃瓦とブロック類のみ

■問  町民環境課　� 55-2113

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の
追加受け付けを行います
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※11月 3日（木）祝日営業　11：00～ 19：00（施設利用時間11：00～ 18：45） 

�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）

�無料開放／ 11月 20日（日）毎月第3日曜日　※トレーニング室のみ利用可

　　　　　　　11月 1日から 12月末まで本復旧工事を行います。この期間は、プールのご利用はできません。
　　　　　　　プールの再開は１月５日（木）を予定しております。

仙南総合プール日程表（平成23年 11月分）
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　歌や音楽に合わせ、お手玉を使って脳

の活性化を促します。また、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、お気軽にご参加ください。なお、

当日は軽装で参加ください。

�日時／11月4日（金）13：30～15：00
�場所／保健センター 4階
�講師／金子美津枝氏（宮城県レクリエ
　ーション協会インストラクター）

�参加費／無料
�持ち物／タオル、飲み物
�主催／柴田町各種婦人団体連絡協議会

■問  生涯学習課　� 55-2135

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20 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
11月 6 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／11月15日（火） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／11月17日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

12
月
分

 お知らせ  　船岡体育館の利用は、改修が
必要なことから当分の間「使用休止」となっ
ております。

■問  スポーツ振興室  � 55-2030

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 1 日（火）関根　朝成

生　　活

11月 8 日（火）佐藤由美子

11月15日（火）近江　宣男

11月22日（火）飯渕　紀子

11月29日（火）関根　朝成

■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（役場1階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

11月 2 日（水）渡邊みち子

人　　権
11月 9 日（水）木島　基子

11月16日（水）大友　勝彦

11月30日（水）桂川　クメ

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

　「お正月は着物で過ごしてみたい」「自

分で着物を着られたらいいな」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。

�日時／ 12月 3日、10日、17日の土

　曜日　13：00～

�場所／船迫生涯学習センター

�対象／大人から子どもまで（男女問わず）

�募集人数／ 20人

�参加費／無料

�持ち物／着物、帯、紐（5本）、着物用

　下着一式、長襦袢、帯枕、帯上げなど

�講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）

�申込期限／ 11月 26日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�日時／11月19日（土）9：00～15：00
　　　　11月20日（日）9：00～15：00
�場所／船迫生涯学習センター
�展示（19日・20日）／絵画、書道、
　陶芸、押花絵、パッチワーク、川柳、

　刺繍、生花、水彩画など

�芸能発表（20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

�一坪市（20日）／船迫小地区町民の
　ほか、はらから・旭園でも出店（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）
　� 57-2011

　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

た作品を展示しています。ぜひご家族で

お越しください。

�日時／11月5日（土）10：00～16：00

　　　　11月 6日（日）9：00～ 15：00

�場所／西住公民館

�展示（5日・6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（5日）／ 13：30～ 15：00

�演芸発表（6日）／カラオケなど

■問  西住公民館　� 52-4101

お正月に着物を着よう
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　里山ハイキングコースを親子でのんび
り歩きながら、町の名所を訪ねてみませ
んか。
�日時／11月19日（土）9：00～12：00
�集合出発場所／しばたの郷土館
�コース／大光寺（五百羅漢）、山崎山公
　園、船岡城址公園ほか
�対象／小学生以上の親子
※原則、4年生以上

�募集人数／ 8組　※先着順
�参加費／無料
�申込期限／ 11月 16日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　盲目のヴァイオリニストがいかに障害
を乗り越え、そして自己実現してきたの
か。ピアノやヴァイオリンの演奏を織り
交ぜながら、貴重な自身の経験をもとに
語るライブ形式の講演会です。入場は無
料ですが、整理券が必要です。
�日時／12月3日（土）14：00～15：30
�場所／槻木生涯学習センター
�入場整理券配布場所／町民環境課、槻
　木事務所、槻木生涯学習センター
�主催／柴田町、大河原人権啓発活動地
　域ネットワーク協議会

■問  町民環境課　� 55-2113

秋の名所ハイキング
（船岡編）

　柴田町の高原で栽培された新そばの味を堪能しませんか。参加者には、粗品進
呈のほか、「ぜいたく味噌ラーメン券」が当たる抽選もあります。
�日時／ 11月 12日（土）10：00～ 14：00　　�場所／柴田町太陽の村
�内容／柴田産手打ち十割そばの試食会、地場産野菜、鉢花、花卉、果物の直売
�前売券／800円（当日券 900円）
�前売券発売所／柴田町太陽の村、観光物産交流館、みやぎ仙南農業協同組合、農政課

　上野山からの太平洋や、雪景色した蔵王の山々の眺望ができる身近な里山コー
スのハイキングを開催します。
�日時／ 11月 19日（土）8：20まで太陽の村集合
�コース／韮神山・羽山コース　太陽の村～韮神山～立石緑地～不動堂～成田参
　道入口～羽山神社～町民憩いの森～太陽の村
�距離／11km、歩行時間 3時間（休憩や見学時間は含みません）
�持ち物／昼食、飲み物、各自必要なもの
�申込期限／11月 9日（水）まで、電話でお申し込みください。
�そのほか／太陽の村到着後にお風呂に入ることができます（無料）。

�職種／調理補助員　　�職務内容／料理の下調理などに従事します。
�募集対象／柴田町在住の方で、60歳未満の方
�雇用期間／12月 1日～平成 24年 11月 30日
�勤務条件／○勤務時間　火曜日～日曜日　9：00～ 17：00（休憩 45分）
　　　　　　○勤務日数　月15日（土、日曜日は勤務）　  ○雇用保険　加入
　　　　　　○賃金　1,000～ 1,100 円（時給）　　 　　○社会保険　なし
�申込期限／11月 25日（金）　　�受付時間／9：00～ 17：00（月曜日を除く）
�申込方法／市販の履歴書（写真添付）に必要事項を記入の上、柴田町観光物産
　協会まで持参、または郵送で提出ください（書類は返却いたしません）。
�選考方法／書類審査、面接試験

■申 ■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970　〒 989-1621柴田町大字本船迫字上野4-1

里山ハイキングの参加者募集

臨時職員を募集します
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�募集人数／4歳児 1人
�入園資格／町内に在住し、平成24年 4月 1日現在で 4歳のお子さん
�申込方法／第一幼稚園で配布する入園願書にてお申し込みください。
�配布・受付期間／11月 1日（火）～ 7日（月）
　　　　　　　　　土・日曜日、祝日を除く8：30～ 17：15
※ 7日までに複数の申し込みがあった場合は抽選となります。申し込みがない場合は、その後、
　随時募集とします。

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

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
つかる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／11月8日（火）・22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／11月8日（火）・22日（火）
　　　　10：00～12：00
�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

　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
のかな」。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。

�相談時間／一人あたり45分程度　
　①9：30～　②10：30～　③13：00～　④14：00～　⑤15：00～（お申し込みの
　際、希望の時間をお伝えください。混んでいる場合は希望に沿えないこともあります）
�対象／平成23年度特定健康診査・後期高齢者健康診査を受けた65歳以上の方
�持ち物／特定健康診査結果通知表、筆記用具、眼鏡（必要な方）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　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）

�日時／12月6日（火）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 11月 22日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　予防接種の効果が表れるまで2週間程度かかります。接種をご希望の方は、実施医
療機関にご予約の上、12月中旬までに接種しましょう。
�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
�接種期間／11月 1日（火）～平成24年 1月 31日（火）　　�接種回数／1回
�自己負担料／

※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。

�持ち物／健康保険証、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。
�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
�注意事項／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の接種をご希望の場合は、全額自
　己負担となります。

■問  健康推進課　� 55-2160

�日時／ 11月 5日（土）、19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

11月のトンボ玉体験会

柴田町立第一幼稚園 平成 24年度入園児追加募集

申込期限場　　　所実  施  日
11 月 14日（月）保健センター11月 21日（月）
11月 15日（火）船迫生涯学習センター11月 22日（火）
11月 18日（金）槻木生涯学習センター11月 25日（金）

町助成額自己負担料接種医療機関の所在地（仙南 2市 7町）
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
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　「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。

�相談・通告先／
　○子ども家庭課　� 55-2115

　○宮城県中央児童相談所　� 022-224-1532

　○県仙南保健福祉事務所 母子・障害班　� 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

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
　「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／
　○宮城県女性相談センター（配偶者暴力相談支援センター）　� 022-256-0965

　○県仙南保健福祉事務所 母子・障害班　� 53-3132

　○大河原警察署　生活安全課　� 53-2211

　○女性の人権ホットライン（仙台法務局）　� 0570-070-810（ナビダイヤル）

　○子ども家庭課　� 55-2115

�手続きなどの案内／
　○仙台地方裁判所大河原支部　� 52-2101

　新鮮な地場野菜、果樹や米、もち、豚

汁などの出店やステージ、子どもコー

ナーなど、楽しい企画がいっぱいです。

空クジなし抽選券付前売り券は、1枚

1,000 円で発売中です。皆さんのご来

場をお待ちしています。

�日時／11月6日（日）10：00～14：00
�場所／大河原町白石川河川敷

■問  仙南民主商工会　� 55-3267

　労働者（アルバイトを含む）を一人でも雇っている事業主は、労働保険（労災保険・
雇用保険）に加入する義務があります。
　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とがあります。
　パートタイム労働者の方も一定の基準に該当すれば、雇用保険に加入しなければな
りません。詳しくはお問い合わせください。

■問  ハローワーク大河原（大河原職業安定所）　� 53-1042

�日時／11月11日（金）15：00～19：00
�場所／オーガ（大河原駅前）
�内容／健康保険、厚生年金、国民年金、
　雇用保険、労災保険、就業規則、賃金、

　解雇、各種給付金、労務管理全般

■問  社会保険労務士会大河原支部（寺嶋）
　� 54-1642

　「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
困難な状況にある方（母子・父子家庭・ひとり暮らし高齢者の方・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。
　見舞金贈呈については、個人情報保護法により個人情報の取り扱いや贈呈の生活状
況の具体的な判断が難しいなどの事由により、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。本人の希望により民生児童委員の協力を得て申請書を提出してく
ださい。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

�日時／11月17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

�日時／11月12日（土）9：30～16：30
�場所／仙南地域職業訓練センター
�内容／○電気自動車・電動バイクの展
　示（体験試乗）　○親子ものづくり体験

　教室（ソーラーカーを製作、小学生対

　象、材料費 1,000 円）

■問  特定非営利活動法人仙南広域工業会
　（大澤、浅野）　� 57-1501
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■申 ■問  柴田町子育て支援センター　� 54-4040

移動なかよし広場 ～みんなでなかよく遊びましょう♪～ 　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、ぜひご
参加ください。
�日時／
　① 11月 10日（木）10：30～ 11：30
　② 12月 2日（金）10：30～ 11：30
�場所／①船岡生涯学習センター
　　　　②西住公民館
�対象／幼児とその保護者

■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520

�期日／9月 4日（日）　　�会場／白石市ホワイトキューブほか
�柴田町の成績一覧／

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

○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。
�日時／ 11月 10日、24日の木曜日
　15：30～ 17：00
※おはなしタイム 16：00～ 16：30

�参加費／無料

○宮沢賢治の作品を読み合う会
�日時／11月10日（木）13：30～15：30
�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」～長新太作品のまき～
　絵本の好きな大人と子ども、みんな
寄っておいで！ 
�日時／11月17日（木）15：30～17：00
�参加費／無料

○児童文化を学ぼう会
　～絵本・紙芝居・語り・わらべうた・折り紙
　などを学び合い、子どもたちに届けよう～
�日時／11月30日（水）19：00～20：30
�参加費／ 300円
�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）

　身近の草花で、夢のある楽しい作品展
です。体験会もありますので、ぜひ皆さ
んでお越しください。
�日時／ 11月 8日（火）～ 13日（日）
　　　　9：30～ 16：00
�場所／しばたの郷土館

■問  グループ「夢」（堀田）　

�日時／ 11月 15日（火）9：45～ 11：30　　�場所／農村環境改善センター
�内容／秋を探しにいこう♪　　�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの　※保健師の健康相談もあります。事前の申し込みは不要です。

　

�日時／12月6日（火）10：00～11：30　　�場所／柴田町子育て支援センター
�内容／子どもの心の発達! ～子どものこころ（感情を育てる）～
�講師／松田るり氏（臨床心理士）　　�対象／子育て中の方
�募集人数／20人（託児あり）　　�申込期限／11月 29日（火）
※講座後は、希望者の個別相談も受け付けています。
※託児を申し込まれた方は、午前9時 40分までにお越しください。

　

�日時／12月5日（月）10：00～11：00　　�場所／柴田町子育て支援センター
�内容／ティズニーの仲間と楽しいクリスマス　　�講師／阿部弘子氏
�対象／就学前までのお子さんと保護者　　�募集人数／50組※先着順
�申込期限／12月 2日（木）

るんるん子育て講座

親子るんるんコンサート ～みんなで楽しいクリスマス♪～

　親子でリズム遊び（リトミック）や手作りおやつでお茶飲みしましょう。
�日時／ 11月 17日（木）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　　�募集人数／親子20組（先着順）
�参加費／無料　　�持ち物／おてふき、飲み物など

　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。8日はおもちゃ病院も開院します。
�日時／ 11月 1日、8日、15日、29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　　�参加費／無料
�持ち物／おてふき、飲み物など

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

特別企画　ゆるりん「親子ふれあいひろば」

子育てひろば“ゆるりん”

チーム名成 績種　　　目

柴田さくら会準優勝ゲートボール　ＡＢ　ブロック

新寿会優　勝ゲートボール　ＣＤ　ブロック

中曽根スポーツ愛好会優　勝家庭バレーボール

柴田町Ａ優　勝グラウンド・ゴルフ団体

柴田町Ｂ準優勝グラウンド・ゴルフ団体
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�申込方法／往復はがきまたはＦＡＸで、住所、氏名、希望講座名、連絡先を明記し
　てお申し込みください。

�申込期限／11月 15日（火）※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　� 57-1501　� 55-2250
　〒 989-1606　柴田町大字船岡字照内1-9

　生涯学習課では、町民の皆さんの学習活動や地域活動などを支援するため「柴田町生涯学習団体・人材バンク」を設置していま

す。現在、幅広い分野において活躍している団体、またはさまざまな知識や技能を持っている地域の達人・名人の方々に登録いた

だいております。「こんなことを学びたいので、教えてくれる人を探したい」「こんなサークルに加入したい」などの声にお応えし

ます。ぜひご利用ください。また、随時、登録していただける団体や達人・名人を募集しています。

�登録できる方（団体）について／
　知識、技能、経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある方（または団体）なら、どなたでも登録できます。ただし、

営利・政治・宗教活動を目的とする場合は登録できません。

�登録できる内容について／
　内容、またレベルは問いません。音楽、工作、料理、自然活動、昔話、漬物づくりなど、あらゆる分野において登録できます。

�登録方法について／
　「柴田町生涯学習団体・人材バンク登録申請書兼承諾書」（以下、「登録申請書」）に必要事項を記入の上、生涯学習課、各生涯学

習センター、しばたの郷土館に提出ください。電子メールで生涯学習課に提出することもできます。「登録申請書」は、生涯学習課、

各生涯学習センター、しばたの郷土館に備え付けています。また、町ホームページからダウンロードできます。

�利用できる方（団体）について／
　町内に住んでいる、または通勤、通学している方、町内に活動拠点がある団体などが利用できます。

�利用できる内容について／
　料理、手芸、音楽、パソコン、体操、園芸、茶道、華道、絵画などさまざまな分野において、登録者・団体があります。

�利用方法について／
　1．団体・人材バンク一覧から選択し、電話または「柴田町生涯学習団体・人材バンク利用申請書」（以下、「利用申請書」）によ

　　り、生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷土館にお申し込みください。団体・人材バンク一覧は、町ホームページか

　　らご覧いただけます。「利用申請書」もダウンロードできます。また、いずれも生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷

　　土館に備え付けています。

　2．生涯学習課、各生涯学習センター、しばたの郷土館は、申請のあった登録者の連絡先を利用者に紹介します。

　3．利用者は、紹介を受けた登録者に連絡し、日程などの調整を行います。

�登録および利用にあたっての注意事項／
　○活動に伴い発生した事故および損害については、生涯学習課は責任を負いません。利用者と登録者間のトラブルは、自主的に

　　解決願います。

　○「柴田町生涯学習団体・人材バンク」は公開を目的としています。公開された情報の二次的な使用については、生涯学習課は

　　責任を負いません ｡

　○登録者および団体につきましては、登録内容に変更が生じた場合は、生涯学習課へご連絡をお願いします。

■問 ■申  生涯学習課　� 55-2135

　講師として、日清医療食品㈱仙台支店
調理長、津田敏行氏をお招きして、プロ
の味を伝授していただきます。
�日時／11月22日（火）9：30～12：30
�場所／船迫公民館
�内容／調理実習、健康講話
�対象／町内在住の方、調理実習に関心
　のある方
�募集人数／20人　�参加費／500円
�申込期限／ 11月 18日（金）

■申 ■問  特別養護老人ホーム常盤園（志子田）
　� 55-1421

仙南地域職業訓練センター クリスマス料理教室参加者募集
講　座　内　容日時・受講料講座名・募集人数

チョコレートをたっぷり使った「X'mas ク

ラッシック・ショコラ」を作ります。

12月 7日（水）
10：00～ 13：00
受講料／ 2,300 円

パティシエと作る
クリスマスケーキ
　募集人数：16人

シェフと一緒にクリスマスやお正月に手軽
に出来るおもてなし料理を作ります。
【メニュー】○魚介のサラダ宮城の野菜をちりばめて
　○ローストチキン ･メトロポリタン風（リンゴソース）
　○グラスに入れたかわいいクリスマスケーキ

12月 13日（火）
10：00～ 13：00
受講料／ 2,800 円

シェフと作る
おもてなし料理
　募集人数：16人

ほのぼの料理教室
家庭でできる簡単クリスマス料理
プロの料理人の味を伝授！
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�受付期間／11月1日（火）～平成24年
　1月 6日（金）

�応募資格／平成24年4月1日現在、15
　歳以上 17歳未満の男子

�第1次試験／平成24年1月14日（土）
�試験会場／自衛隊大河原地域事務所
　（オーガ：大河原駅前）

�受験料／無料

■申 ■問  総務課　� 55-2111
　自衛隊大河原地域事務所 �53-2185

　ギャラリー展示、体験会情報　
○東北の秋の写真展
　秋らしさが深まった今日この頃、写真でいろいろな場所へ旅してみませんか。
すてきな写真ばかりです。どうぞお見逃しなく。
�期間／ 11月 1日（火）～ 6日（日）※最終日は午後5時まで

○柴田盆遊会作品展
　柴田盆遊会の皆さんが丹精込めて育てた盆栽です。ぜひご覧ください。
�期間／ 11月 8日（火）～ 13日（日）※最終日は午後3時まで

○手びねり鉢作り体験会
　柴田盆遊会の作品展に合わせ、「ろくろ」を使わない「手びねり」による鉢作
り体験ができます。
�日時／ 11月 12日（土）10：00～、14：00～の 2回（1時間 30分程度）
�参加費／無料　　�募集人数／各5人　　�申込期限／11月 6日（日）
�そのほか／小学生以下は保護者同伴でお願いします。当日は成形までを行い、
　完成品は「ゆる .ぷら」へ受け取りに来ていただきます（11月下旬完成予定）。

○革・ハンドリューターガラス作品展
　オリジナルデザインの作品や、ガラスに彫刻を施すハンドリューターを使っ
て作った作品を展示します。ぜひお越しください。
�期間／ 11月 15日（火）～ 27日（日）※最終日は午後3時まで

○ハンドリューターガラス作品制作体験会
　ハンドリューターガラス作品展に合わせ、ハンドリューターを使ったガラス
作品の体験ができます。
�日時／ 11月 26日（土）10：30～、14：00～の 2回（30分～ 1時間程度）
�参加費／無料　　�募集人数／各5人
�申込期限／11月 25日（金）※募集人数に満たない場合、当日申し込みも可
�そのほか／小学生以下は保護者同伴でお願いします。

　口笛コンサート　
　「口笛はＢＧＭ」毎回好評のコンサートです。あなたも一緒に楽しいひととき
を過ごしませんか。
�日時／ 11月 6日（日）13：30～ 14：00　※入場無料

■問  柴田町まちづくり推進センター（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　　
� 11月の休館日／毎週月曜日

開館時間・休館日

　槻木経済クラブ 50周年記念行事とし

て、東北楽天ゴールデンイーグルスを招

いて、ベースボールスクールを行います。

�日時／ 12月 3日（土）9：00～ 12：00
�場所／柴田球場
�対象／小学生の野球チームおよび団体
�参加費／無料
�申込期限／ 11月 15日（火）

■申 ■問  槻木経済クラブ（船山）
　

　シルバーの活動を紹介する事を目的と

した一大イベントです。景品付きイベン

トや無料とん汁もあります。皆さんのご

参加をお待ちしています。

�日時／11月19日（土）9：30～14：30
�場所／船迫公民館、柴田町シルバー人
　材センター

�内容／発表、販売、体験、作品展示、
　活動・就業紹介など

 一般参加の発表を募集しています
カラオケ、ダンス、民謡など、趣味や特

技をお持ちの方、ぜひご参加ください。

�募集人数／若干名
�申込期限／ 11月 10日（木）

■申 ■問  （社）柴田町シルバー人材センター
　� 58-7400

　特別ゲストとして、第 46代青森県民

謡王座・津軽五大民謡全国大会優勝者、

吉田恭子、秋田民謡全国大会 7タイトル

優勝者、深瀬康子、宮城のベテラン演歌

歌手、佐藤正義、地元仙南からは、えん

ころ節全国大会史上最年少優勝者、白石

が生んだ唄姫、佐藤幸江が出演します。

皆さんお誘い合わせの上、ご来場くださ

い。入場は無料です。

�日時／ 11月 20日（日）9：30～
�場所／槻木生涯学習センター

■問  菊池　

　「どんな準備をしたらいいの」「地デジ

の電波は家まで届いているの」「アナログ

テレビは使えないの」など、どんなこと

でもお気軽にご相談ください。デジサポ

宮城のアドバイザーが丁寧にお応えしま

す。また、会場までお越しになれない方

のために戸別訪問も行います。電話でお

申し込みください。

�日時／ 11月 9日、16日、30日の水
　曜日　9：30～ 16：30

�場所／役場 1階特設会場

■申 ■問  デジサポ宮城  �022-745-1500

陸上自衛隊

高等工科学校生徒受験者募集
楽天ベースボールスクール（小学生）
の参加チームおよび団体の募集
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　仙台大学の専門スタッフが「健康講話」「運動指導」の宅配便を行います。「元気は

つらつと活動している」または「これからしたい」と考えている地域の皆さんのもと

へ（各集会所などを活動場所に）、仙台大学の専門スタッフが伺います。行政区やグ

ループ単位で、楽しく気軽に介護予防に関する健康づくりや健康維持に取り組みませ

んか。

�介護予防の健康・運動メニュー／

　

※上記メニュー以外のリクエストも可能な限り対応します。

�日時／要相談（申込者の希望で大学と調整します）。1回あたり 2時間程度とします。
�場所／町内（集会所など）とします。申込者がご用意ください。
�対象／町内の行政区、またはおおむね10人以上で構成するグループ（ご近所単位
　の集まりでも可能です）

�費用／無料
�そのほか／軽い運動を行うメニューに参加の場合は、1日保険などへの加入（自己加
　入）をお勧めします。

■申 ■問  福祉課　� 55-2159

　町では、各種手続きや届け出などの行
政情報をはじめ、町の歴史や文化、観光
などの地域情報を 1冊にまとめ、暮らし
に役立つ便利な情報誌として「暮らしの
便利帳」を製作し全戸配布します。
　暮らしの便利帳に「協賛広告」を掲載
していただける事業者を募集します。詳
しくはお問い合わせください。

■問  ㈱サイネックス  � 022-243-6673
　まちづくり政策課　� 54-2111

　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、所得制限などが
ありますので、お問い合わせください。
　なお、すでに申請されている方には、
9月中に平成23年10月から平成24年
9月までの受給者証などを送付していま
すのでご確認ください。
�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　� 55-5010

秋の全国火災予防運動　11月 9日（水）～15日（火）
　平成23年度防火標語「消したはず 決めつけないで もう一度」をスローガンに、全
国一斉に秋の火災予防運動が行われます。

火災から家族と住まいを守る
　空気が乾燥し強い風の吹く冬場は、火災が頻発する季節です。今年に入り柴田町で

は、15件（10月 10日現在）の火災が発生しています。住宅火災による犠牲者を減

らすために、一般住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。正しく設

置して火災の早期発見や逃げ遅れを防ぎましょう。また、これからの季節は暖房機器

などの使用も多くなります。「火気の管理」には十分に注意してください。万が一の火

災への備えは、住まいを安全・安心な場所にするための第一歩。しっかり火災予防の

対策を施し、家族と住まいを守りましょう。

住宅用火災警報器の不適正取引にご注意を！
　住宅用火災警報器の悪質な訪問販売による被害が多数報告されています。「消防署

のほうからきました」「今特別価格ですよ」という手口がよく見られます。消防署や市

区町村が訪問販売することはありません。また、特定の業者に商品を斡旋したり販売

することはありませんので、おかしいと思ったらはっきり断ってください。

 悪質な訪問販売等にはご注意を！
　クーリングオフ制度相談窓口：大河原合同庁舎消費者センター　� 52-5700

■問  柴田消防署　� 55-2012

　柴田町と姉妹都市の中国丹陽市、友好
往来都市の中国鎮江市の書画展を開催し
ます。また併催として、菊地美紀写真展
や中国物産店も開店します。
�日時／ 11月 20日（日）～ 27日（日）
　　　　9：00～ 16：00
�場所／ 50メモリアルホール（やまや
　船岡店向い）

■問  柴田町日中友好協会（中島）
　

元気はつらつお達者 day

内容例テーマコース

骨粗鬆症の予防に大切なこと骨粗鬆症についてＡ

快適な睡眠をとるコツ睡眠についてＢ

加齢に伴う筋肉量の変化とは筋肉についてＣ

バランスの良い食事とは食事についてＤ

メタボリックシンドロームとは
メタボリックシンドロー
ムについて

Ｅ

介護予防に必要な運動とは介護予防についてＦ

熱中症予防のために必要な水分補給のタイミング水分補給についてＧ

認知症を予防する頭の体操認知症予防についてＨ

生活習慣病を予防するために気をつけたいこと生活習慣病についてＩ

心身障害者医療費助成制度を
ご存じですか？

柴田消防署からのお知らせ



お知らせ版●10 第 686号

　町民の皆さんが、行政サービスをより便利にご利用いただけるよう、毎週水曜日に

住民票の写しの交付をはじめとする窓口業務の一部を、午後7時まで延長しています。

�実施日・開庁時間／毎週水曜日（祝日および年末年始を除く）午後7時まで
�実施している窓口業務／

　災害による家屋の倒壊などで、居住場所を確保できなかった方の収容保護を目的と
して、炊事、宿泊などの利便性や職員の配置を考慮し開設します。
　今後、大きな災害があった場合は、次の6カ所を避難所として開設します。

　
■問  総務課　� 55-2111

　県内の菊愛好家の皆さんが丹精込めて
育てた大菊 3本仕立てや福助作りなど、
約 2,600 鉢が展示されています。
�期間／11月13日（日）までの9：00～16：00
�場所／船岡城址公園

11月のイベント
○ 3日（木）11：00～ 15：00
　大正琴　船岡やよい会
　大正琴　袋原やよい会
　口笛演奏　夢尾見太郎と口笛ファルセ
　　　　　　ット
○ 5日（土）11：00～ 12：00
　大正琴　つきのき
○ 6日（日）11：00～
　フラダンス、舞踊ほか
○ 5日（土）・6日（日）13：00～

　菊作り教室
※イベント内容・日程について、都合により変
　更する場合があります。

■問  みやぎ大菊花展柴田大会事務局
　� 54-3826

毎週水曜日は、午後 7時まで窓口業務を延長しています

具体的な内容業　　務担当課

・住民票の写し（広域交付住民票は除く）
・住民票記載事項証明書
・戸籍（除籍）謄・抄本、戸籍附票の写し
・身分証明書
・印鑑登録証明書
・税務証明書

・各種証明書の発行
・印鑑登録の申請
・印鑑登録廃止届町民環境課

� 55-2113

槻木事務所
� 56-1311 ※住民異動（転入・転居・転出など）の手続きはできません。

※窓口では、本人確認を行いますので、本人確認書類（運転免許証、写真付き住　
基カードなど）を忘れずにご持参ください。

・町税全般の納税
・納税に関する分納などの相談
・所得申告相談などの税務相談

・町税の納税
・納税相談
・各種税務相談

税務課
� 55-2116

・上下水道使用料の納入
・転居などに伴う水道開始・中止の申請

・料金の納入
・水道開始・中止の申請

上下水道課
� 55-2119

所　在　地電話番号避　難　所お住まいの地区

入間田字外の馬場22056-4777農村環境改善センター柴田小学校区

槻木下町3丁目 1-6056-1997槻木生涯学習センター槻木小学校区

西船迫3丁目 3-10457-2011船迫生涯学習センター船迫小学校区

中名生字西宮前4959-2520船岡生涯学習センター東船岡小学校区

船岡字七作2655-1162船岡中学校体育館
（当分の間）船岡小学校区

船岡字大住町13-152-4101西住公民館西住小学校区

　次の避難所は、被災者数および災害の状況に応じて開設します。

所　在　地電話番号避　難　所お住まいの地区

葉坂字鍛冶内 3056-1430柴田小学校柴田小学校区

槻木駅西 2丁目 14-156-1029槻木小学校槻木小学校区

槻木下町 2丁目 6-1956-4367槻木体育館槻木小学校区

槻木東 2丁目 3-156-1331槻木中学校槻木小学校区

西船迫 2丁目 1-355-5394船迫小学校船迫小学校区

西船迫 4丁目 1-254-1225船迫中学校船迫小学校区

本船迫字十八津入 7-356-3801柴田高等学校船迫小学校区

船岡東 1丁目 2-6055-1064船岡小学校船岡小学校区

船岡南 2丁目 2-1855-1121仙台大学船岡小学校区

船岡西 1丁目 6-2655-0707しばたの郷土館船岡小学校区

上名生字下中川 93-155-1811東船岡小学校東船岡小学校区

船岡字大住町 16-153-3227西住小学校西住小学校区

船岡字清住町 10-252-3703西住児童館西住小学校区

大河原町大谷字西原前 154-652-1064大河原商業高等学校西住小学校区

　国民年金は、20歳から60歳になるま
での方が加入し、保険料を納める国の社
会保障制度です。未納のまま放置してお
くと、将来受け取る年金が減額されたり、
受け取れなくなる可能性があるほか、万
が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金
が受け取れない場合もあります。つきま
しては、納付方法について相談会を実施
します。当日は国民年金保険料を納付す
ることもできます。また、経済的に納付
が困難な方には、保険料免除・若年者納
付猶予制度、学生納付特例制度もありま
すので、ご相談ください。
�日時／ 11月 15日（火）～ 17日（木）
　9：00～ 16：00
�場所／大河原年金事務所
�持ち物／○年金手帳、被保険者証とい
　った本人確認できるもの　※本人以外
　の方が相談される場合は、委任状と来所さ
　れる方の身分証明書（運転免許証など）

　○印鑑
○免除・納付猶予あるいは学生納付特
例を申請される方で、学生の方は「学
生証」、学生以外の方で、平成 23年 3
月 31日以降に離職された方は、「離職
票」または「雇用保険受給資格者証」

■問  大河原年金事務所　� 51-3113
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　測定場所および測定結果などは下記の通りです。詳しいデータ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

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：10月 18日（火）】　

測定値測定値測定値

0.11槻木生涯学習センター0.16船岡生涯学習センター0.11柴田町役場

0.13西住公民館0.13農村環境改善センター0.12船迫生涯学習センター

※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火曜日に測定。

単位：μSv/h
町内小中学校・幼稚園の測定結果【測定日：10月 19日（水）】　

測定値測定値測定値

0.19西住小学校0.20船迫小学校0.16船岡小学校

0.28柴田小学校0.16槻木小学校0.23東船岡小学校

0.19槻木中学校0.21船迫中学校0.21船岡中学校

0.18たんぽぽ幼稚園0.19浄心幼稚園0.25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：10月 20日（木）】　

測定値測定値測定値

0.23西船迫保育所0.17槻木保育所0.21船岡保育所

0.25西住児童館0.25三名生児童館0.18柴田児童館

※毎週 1回測定。0.16むつみ学園0.22船迫児童館

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）
水道水の放射能測定結果【採取日：10月 18日（火）】　

原子力安全委員会が定めた飲
食物摂取制限に関する指標値

食品衛生法に基づく乳児の飲
用に関する暫定的な指標値

放射性ヨウ素採 取 場 所

300100不検出
仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

単位：Bq/kg（ベクレル／キログラム）

原子力安全委員会が定めた飲食物制限に関する指標値放射性セシウム採 取 場 所

200不検出
仙南・仙塩広域水道
　南部山浄水場（白石市）

※検査は放射性ヨウ素、放射性セシウムともに宮城県企業局

単位：μSv/h
公園の測定結果【測定日：10月 17日（月）】

測定値測定値測定値

0.27剣崎公園0.20白幡児童遊園0.39並松公園

0.17船岡城址公園0.23舘前緑地0.23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、学校施設および児童福祉施設：校庭または園庭、公園：広場
【測定位置】定点測定地・中学校：地表から100cm、小学校・幼稚園・児童福祉施設：地表から50cm、公園：地表から5cm
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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。
※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の方のご来場はご遠慮ください。　

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

11/2（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乾先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）8（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
 9（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 23年 6月生まれの方4か月児健康診査

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
川口先生

平成 22年 4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。

11（金）

  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）

14（月）

12：45～ 13：15内田先生平成 21年 7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。

15（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
16（水）

12：45～ 13：15
板野先生、
佐藤（秀）先生

平成 20年 5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 11月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

18（金）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）29（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付30（水）

12：45～ 13：15
本多（愛）先生、
菊池先生

平成 22年 5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。

12/2（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
7（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～ 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（月）

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

川田薬局
　船　岡　� 59-2777

甲子調剤薬局
　大河原　� 51-5085

大友歯科医院
　船　岡　� 57-2120

宮上クリニック
　船　岡　� 55-4103

平井内科
　大河原　� 52-2777

11/3
（木）

かみまち薬局
　槻　木　� 58-7380

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

大沼歯科医院
　村　田　� 83-4395

大沼胃腸科外科婦人科
　槻　木　� 56-1441

さくら小児科
　大河原　� 51-5355

6
（日）

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

やすらぎ調剤薬局
　村　田　� 83-6890

小田部歯科医院
　大河原　� 53-2134

善積医院
　村　田　� 83-2172

村田内科クリニック
　村　田　� 83-6061

13
（日）

銀座薬局
　船　岡　� 54-2201

アイン薬局村田店
　村　田　� 82-1682

おたべ歯科クリニック
　槻　木　� 56-1853

高沢外科・胃腸科
　船　岡　� 57-1231

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

20
（日）

仙台調剤大河原西店
　大河原　� 51-4011

ひがし薬局大河原
　大河原　� 51-3055

菊池歯科医院
　船　岡　� 57-2950

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

甘糟医院
　大河原　� 53-1460

23
（水）

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

槻木中央薬局
　槻　木　� 56-3169

川口歯科医院
　船　岡　� 55-5493

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

玉渕医院
　槻　木　� 56-1012

27
（日）

もみの木薬局　　　　　
　船　岡　� 54-3837

大河原歯科医院
　大河原　� 52-2250

善積医院
　村　田　� 83-2172

村川医院
　船　岡　� 54-2316

12/4
（日）

銀座薬局
　船　岡　� 54-2201

トミザワ薬局船迫店
　船　岡　� 58-1211

こや歯科医院
　船　岡　� 54-5005

毛利産婦人科医院
　船　岡　� 55-3509

ふなばさま医院
　船　岡　� 58-2220

11
（日）

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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