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お知らせ版
平成 24年 2 月 1 日

広報しばた・お知らせ版・第692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/

柴田町臨時職員を募集します（震災等緊急雇用対応事業）

　教育委員会では、経済的な理由により、

お子さんの就学（小学校・中学校）にお困

りの方を対象に、学校での勉強に必要な

学用品、修学旅行、学校給食などの費用

について、一定範囲内での援助を行って

います。詳しくはお問い合わせください。

■問  教育総務課　� 55-2134

　東日本大震災に伴う支援活動から見えてきた、今取り組むべき防災、復興対策とは。

男女共同参画の視点から、一緒に考えてみませんか。事前の申し込みは不要です。

�日時／ 2月 18日（土）13：30～ 15：30　　�場所／槻木生涯学習センター
�内容／①男女共同参画講演会「防災、復興における男女共同参画」
　　　　②第3次しばた男女共同参画プラン報告会

�講師／①宗片恵美子氏（ＮＰＯ法人イコールネット仙台代表理事）
　　　　②作山美智子氏（東北文化学園大学教授）

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

�募集対象／以下の条件をすべて満たす方を対象とします。なお、採用については、平成23年 3月 11日以降離職した方、被災
　求職の方、新卒者（高等学校、大学、専門学校など）を優先します。

　①柴田町に住所を有する方　②65歳未満の方

　③過去に町に雇用された期間がある方で、地方公務員法により雇用できない方は除きます（詳細はお問い合わせください）。

�雇用期間／4月 1日～ 9月 30日
�勤務条件／勤務時間など　月曜日～金曜日　8:30～ 17:15（1日 7時間 45分勤務）月20日程度
　　　　　　　※職種により勤務日および勤務時間が異なる場合があります。

　　　　　　賃金　日額5,813円（時給 750円）

　　　　　　社会保険および雇用保険加入

�申込期間／2月 1日（水）～15日（水）　　�受付時間／8:30～ 17:15（土・日曜日を除く）
�申込方法／受け付け　柴田町総務課秘書職員班（役場2階）
　　　　　　提出書類　○市販の履歴書（写真添付）

　　　　　　　　　　　○離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入れ通知書もしくは離職票などの写し。新卒者は、卒業証

　　　　　　　　　　　　書の写しまたは卒業証明書。※上記書類は返却しませんのでご了承ください。

�選考方法／書類審査のほか面接を行います（詳しくは各担当課から後日ご連絡します）。
�そのほか／採用決定後、健康診断書の提出をお願いします。※診断書は自費負担になります。

■申 ■問  総務課　� 55-2111

�職種および業務内容など／

準要保護児童生徒
就学援助制度

勤　務　先応募資格職　務　内　容募集人数職　　　種

庁舎および槻木事務所

パソコン操作
（ワード・エク
セル）ができ
る方

一般的事務補助に従事7人一般事務等補助

町民環境課
町内各所で大気中などの放射線量の数値測定の業
務補助などに従事

2人放射線量数値測定業務

町内の小中学校
町内の小中学校で、学校事務補助、給食業務、環境
整備など（学校で行う業務全般支援）

5人学校事務等補助

柴田町図書館
カウンター業務や図書資料の運搬・配架およびデー
タ入力などの事務従事

1人図書館カウンター業務

車両センター草刈・剪定・施設修繕・へい獣処理など1人施設環境整備労務
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※2月 11日（土）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／ 2月 19日（日）毎月第3日曜日　

仙南総合プール日程表（平成24年 2月分）

2928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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水

休
館
日

☆☆☆☆☆☆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

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）

2月 5 日（日） 9:00～16:00

2月19 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

2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／2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／2月21日（火） 19:00～
場所／船岡公民館

3
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
なっています。

■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

2月 7 日（火）飯渕　紀子

生　　活
2月14日（火）関根　朝成

2月21日（火）佐藤由美子

2月28日（火）近江　宣男

■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

2月 1 日（水）木島　基子

人　　権

2月 8 日（水）渡邊みち子

2月15日（火）佐久間捷哉

2月22日（水）桂川　クメ

2月29日（水）大友　勝彦

2月22日（水）星　マサ子行　　政

■問  町民環境課 � 55-2113

消費生活相談
町 民 環 境 課

9:00 ～ 16:00（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

≪震災寄附金≫
○日本郵政募金会（15万円）
※12月12日以降に震災寄附金を受け付けし
た分のみを掲載しました。
（1月 24日現在、敬称略）

　家庭的保育とは、保育者の居宅などで

行われる小規模の異年齢保育で、平成

22年 4月から児童福祉法上に位置づけ

られた保育事業です。待機児童対策や子

育て家庭の多様なニーズに対応できる保

育として、期待されています。家庭的保

育の特長、実践内容を紹介する講演会を

開催します。

�日時／ 2月 25日（土）13：30～
�場所／船迫生涯学習センター
�講師／福川須美氏
　　　　（駒沢女子短期大学教授）

�募集人数／ 80人
�参加費／無料
�申込期限／ 2月 22日（水）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　ごみ問題や環境問題に取り組む柴田町

エコライフ推進会議が中心となり、「エ

コ」を分かりやすく楽しく町全体に広め、

明るくきれいなまちづくりを目指し講演

会を開催します。

�日時／2月18日（土）13：30～15：30
�場所／槻木生涯学習センター
�演題／ごみ有料化と資源の再利用によ
　るごみの減量

�講師／赤星たみこ氏（漫画家）
�展示／各団体活動状況などのパネル展示

■問  町民環境課　� 55-2113

　東日本大震災からの震災復興に向けた

経営者としてのこれからの心構えなどを

中心に、事業の再生、事業承継について

講演会を開催いたします。入場は無料で

す。

�日時／2月17日（金）13：30～15：30

�場所／ホテル原田 in さくら

�内容／講演：震災復興に向けて「経営

　者として生き抜く力！事業再生と事業

　承継」　講師：立石裕明氏（㈱アテーナ

　ソリューション代表取締役）

�主催／柴田町商工会

�共催／（社）仙南法人会柴田支部

■問  柴田町商工会　� 54-2207

　小さい頃、「大人になったら男になる

はずだと思っていた」というご本人の状

況や現状についてお話をいただきます。

入場は無料ですが、入場整理券が必要に

なります。

�日時／2月11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

■問  町民環境課　� 55-2113

○…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・木スポ少実施中は2コース分利用不可）

　　20:00 ～ 20:45 全面利用可
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�日時／ 2月 25日（土）13：00～ 15：30（受け付け 12:00 ～）
�場所／槻木生涯学習センター
�内容／○介護予防活動発表（玄米ダンベル体操サークルやノルディックウォーキン
　　　　　グサークルなどの楽しい活動発表）

　　　　○講演「痛みやコリに効く らくらく調整体操」

　　　　　講師　 渋谷 祐子氏（健生株式会社　健康運動指導士）
しぶたに

�対象／町民の方および介護予防に携わる関係者の方　　�参加費／無料
�持ち物／玄米ニギニギダンベル（お持ちの方）、手ぬぐいかタオル

■問  柴田町地域包括支援センター　� 86-3340

�日時／ 2月 16日（木）14：00～
�場所／仙南芸術文化センター「えずこ
　ホール」
�講演／放射線って危険なもの？～暮らし
　のなかの放射線とその影響を考える～
�講師／東嶋和子氏（サイエンス・ジャー
　ナリスト）
�参加費／無料

■問  仙南地域広域行政事務組合
　� 52-2628

�日時／申し込まれた方に文書で通知します。
�配布樹木／キンモクセイ（80cm程度）
�対象／平成23年 1月 1日から 12月 31日までに住宅を新築し居住されている方
　（増改築・賃貸家・アパート・事務所を除きます）

�申込方法／電話またははがきにより、新築した住所、氏名、電話番号を記入の上お
　申し込みください。

�申込期限／2月 29日（水）※はがきの場合、当日消印有効

■申 ■問   柴田町緑化推進委員会（事務局農政課内）　� 55-2122
　〒 989-1692柴田町船岡中央2丁目3-45

富沢農園利用者募集

　高次脳機能障害について、広く皆さん

に知っていただくため、下記の日程で研

修会を開催します。ぜひご参加ください。

�日時／ 2月 14日（火）13：30～

�場所／とっておきの広場（旧羽山児童館）

�内容／就労について
※研修会終了後、個別相談も実施します。

■問  宮城県リハビリテーション支援セン
　ター　� 022-286-4394

�場所／富沢字赤柴地内

�区画／ 50�（5m× 10m）約 15坪

�利用料金／ 1区画 6,000 円（年額）

�利用期間／ 3月～平成 25年 2月

�主な施設／トイレ、水道、駐車場

�募集対象／特に指定なし

�申込期限／特になし
※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  富沢の集楽営農を考える会
　（百々）　

　農政課　� 55-2122

　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
ち込みの追加受付を行います。持ち込め
るものは、地震によって破損したものだ
けです。
�日時／ 2月 13日（月）～ 15日（水）
　9：00～ 15：00
�場所／柴田町総合運動場駐車場

■問  町民環境課　� 55-2113

震災ごみ（廃瓦・ブロック類）の
追加受付を行います
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○東日本大震災による雑損控除を受ける方で、事前に税務署や役場で損失額の計算書を作
　成していない方、雑損失の繰り越しを申告していない方は税務署で申告・相談をしてく
　ださい。
○土地・建物の譲渡、株式譲渡の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をして
　ください。
○農業所得のある方で、「農業者戸別所得補償制度」により交付金を受給された方は、農
　林水産省（東北農政局）から郵送された「米の所得補償交付金及び米価変動補填交付金
　の交付決定通知書」・「戸別所得補償モデル対策における交付決定通知書」または振込額
　が分かる預金通帳をお持ちください。
○給与および年金所得の方は、源泉徴収票をお持ちください。
○事業所得などのある方は、一年間の売上金額・必要経費の集計をお願いします。
※消費税の申告がある方は、確定申告と併せて税務署で申告をしてください。町では消費税の申告を
　受け付けしておりません。

○医療費控除を受ける場合、あらかじめ一年間の医療費・生命保険給付額などの集計をお
　願いします。
○無収入の方で
　�同居している方の扶養になっている方は、申告の必要はありません。
　�誰の扶養にもなっていない方や別居している方の扶養になっている方は、「簡易申告
　　書」（1月中旬に配布しています「平成24年度　町民税・県民税所得申告相談のご案
　　内」の裏面にあります）を税務課・槻木事務所または各申告会場に提出してください。

※詳しくは、１月中旬に配布しています「平成24年度　町民税・県民税所得申告相談の
　ご案内」をご覧ください。

～平成24年度から適用される個人住民税の税制改正～
○扶養控除の見直し

　平成24年度以後の住民税について、16歳未満の扶養控除（33万円）と、16歳以上
19歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止になります。
�扶養控除改正の内容

　
  大河原税務署からのお知らせ 　～確定申告はお早めに～
�所得税の受付期間／2月 16日（木）～ 3月 15日（木）
�還付申告書の受付期間／1月 1日（日）～ 3月 15日（木）
�消費税の受付期間／2月 16日（木）～ 4月 2日（月）
■還付申告の方は、1月 1日より申告書を提出することができるようになりました。
■税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日など）には、申告相談および申告書の受け付けは行
　っていませんが、申告書は郵送または税務署の時間外収受箱に投函することにより提出
　できます。

消費税の確定申告について　平成21年分で事業収入があり、課税売上高が1,000
万円を超える事業者は「課税事業者」となり、消費税の申告が必要です。

■問  税務課　� 55-2116　Ｅメール：tax@town.shibata.miyagi.jp
　  大河原税務署　� 52-2202

改正後の控除額
（平成 24年度から）

現行の控除額
（平成 23年度まで）

控除対象扶養親族の年齢

廃　止33万円16歳未満

33万円（上乗せ分 12万廃止）45 万円16歳以上 19歳未満

45万円（変更なし）19歳以上 23歳未満

町民税・県民税
所得申告相談日程表

相談会場対象行政区相談日

農村環境改善
センター

23区・25区2/3（金）

21区・22区・
27区6（月）

24区・26区 7（火）

槻木生涯学習
センター
3階研修室

17B区8（水）

17A 区9（木）

18A 区・
18B区10（金）

14区・20区13（月）

15区・19区14（火）

13区15（水）

16区16（木）

28区17（金）

保健センター
4階軽運動場

5区・8区20（月）

30区21（火）

6A区・6B区22（水）

29B区23（木）

10区24（金）

29D区27（月）

29A 区28（火）

29C区29（水）

12A 区（中名生）
12B区3/1（木）

12A 区（下名生）2（金）

11A 区5（月）

11D区6（火）

11B区7（水）

11C区8（木）

9A区・9B区9（金）

7A区・7B区12（月）

3区13（火）

1区・2区14（水）

4区15（木）
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　e-Tax とは、自宅やオフィス、税理士事務所などからインターネットを利用して国

税に関する申告、申請・届け出などができるシステムです。インターネットパソコン

から申告書を送信できますので、休みをとって税務署へ行く必要がありません。自分

の空いた時間で申告手続きができますのでとても便利です。なお、e-Tax を利用する

には、事前に電子証明書などの取得と開始届出書の提出が必要となります。

　e-Tax を利用して所得税の申告をすると、①国税庁ホームページからカンタン申告、

②最高4,000円の税額控除（平成19年分から平成 22年分の確定申告で本控除の適

用を受けた方は受けられません）、③添付書類が提出不要、④還付金がスピーディー　

など便利でおトクです。

　詳しくは、国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】をご覧ください。

　所得税から控除しきれない住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）がある場合には、

その分を住民税から控除できます。

○平成11年から18年末まで居住された方
�所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税の住宅ローン控除可能額が所得
　税から控除しきれない方が対象になります。
�平成24年度の個人住民税の住宅ローン控除は、平成23年度同様、町に「町民税・

　県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出しなくても税額控除されます（平

　成20年度と平成 21年度については、申告書を提出することで、個人住民税が税

　額控除されました）。

�給与所得の年末調整または所得税の確定申告を行うことで、所得税の住宅ローン控
　除が適用され、さらに住民税の住宅ローン控除が受けられるようになります。

○平成21年から25年末まで居住された方
�初めて所得税の住宅ローン控除を受けられる方は、居住された年の翌年の所得税の

　確定申告期間内に、必ず申告を行っていただきます。また、2回目以降の方は、給与

　所得の年末調整または所得税の確定申告を行っていただきます。

�給与所得の年末調整または所得税の確定申告を行うことで、所得税の住宅ローン控
　除が適用され、さらに所得税の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない
　方が、住民税の住宅ローン控除を受けられるようになります。

●Q   住民税の住宅ローン控除の対象となった場合、税金は還付になるの？
●A 　所得税ではあらかじめ納めていた税金が確定申告（年末調整）をすることによ
　り、多い分は還付になりますが、住民税での「住宅ローン控除」は、翌年度の個
　人住民税（所得割）から税額控除（減額）するものなので、還付にはなりません。

●Q   住民税からの控除額はどうやって計算するの？
●A 　控除額は、①所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなか
　った額と②所得税の課税総所得金額等の額に5％を乗じて得た額（最高97,500円）
　の①と②のいずれか少ない額になります。

●Q   平成19年から平成20年末までに居住した場合は？
●A 　所得税の住宅ローン控除を受けられる方であっても、住民税の住宅ローン税額
　控除の対象になりません（所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年の確定申告
　で、控除期間を10年または 15年に延長する特例措置が設けられています）。
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■問  税務課　� 55-2116　Ｅメール：tax@town.shibata.miyagi.jp
　  大河原税務署　� 52-2202

　お知らせ版1月15日号3ページの「還

付申告書の提出期間」につきまして、問

い合わせ先の電話番号に誤りがありまし

た。お詫びして訂正いたします。

　誤）　大河原税務署　� 55-2202

　正）　大河原税務署　� 52-2202

　国民年金制度では、国内に居住する

20歳以上60歳未満までのすべての方に、

加入が義務付けられています。国民年金

の加入種別は、次の 3種類に分かれてお

り、届け出は加入時だけでなく、種別が

変わったときにも必要です。種別変更の

届け出を忘れると、年金が受け取れない

こともあります。手続きは、年金手帳を

添えて、その都度忘れずに行いましょう。

○国民年金の加入種別
�第1号被保険者
　自営業や農業・漁業の方とその配偶者、

20歳以上の学生、フリーターの方など

が対象となり、加入や種別変更の手続き

は、市区町村の国民年金担当窓口で行い

ます。

�第2号被保険者
　会社や官公庁にお勤めの方など、厚生

年金や共済組合に加入している方が対象

となります。加入手続きは、会社や官公

庁が行います。

�第3被保険者
　国民年金の第2号被保険者に扶養され

ている配偶者の方が対象となり、届け出

は、配偶者の勤務先を通じて行います。

○種別変更となるケース
�第1号被保険者となるケース
　第2号被保険者が退職されると第1号

被保険者（第 3号被保険者になる場合は

除く）となります。また、その方に扶養

されていた第3号被保険者がいる場合は、

その方も第 1号被保険者になります。

�第2号被保険者
　第1号被保険者または第3被保険者が

就職して厚生年金などに加入すると第 2

号被保険者になります。

�第3号被保険者
　会社などを退職して厚生年金などに加

入されている方の被扶養配偶者になる方

などが第 3号被保険者になります。

■問  大河原年金事務所　� 51-3113
　　健康推進課　� 55-2114

お詫びと訂正
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　「どんな準備をしたらいいの」「アナロ

グテレビは使えないの」など、どんなこ

とでも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ので、電話

でお申し込みください。

�日時／毎週水曜日 9：30～ 16：30
�場所／役場 1階町民ホール

■申 ■問  デジサポ宮城  �022-745-1500

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／2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／2月14日（火）・28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

　思春期や更年期による身体的・精神的

不調、家庭や職場でのストレスなどで悩

んでいる女性の方を対象に、女性医師が

無料で相談に応じます。

�日時／3月17日（土）14：00～16：00
�場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。

�予約日時／月～金曜日9：00～17：00
※土・日曜日、祝日を除く

�予約専用電話／ 090-5840-1993
　宮城県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　� 022-211-2623

　1月に配布した「がん検診等申込書（平
成 24年度実施分）」の提出はお済みで
しょうか。4月から胃がん検診、5月か
ら大腸がん検診・前立腺がん検診の実施
を予定しています。まだ申込書がお手元
にある方は、至急ご提出ください。
　また、町の検診を受けるか迷っている
方は、あとでキャンセルもできますので、
申し込んでおくことをお勧めします。

　転入された方には随時申込書を送付し
ていますが、転入手続き後 1カ月を過ぎ
ても申込書が届かない場合はご連絡くだ
さい。電話でもお申し込みを受け付けて
います。
　がん検診等の詳細については、お知ら
せ版 1月 15日号をご覧ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　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。

�日時／ 2月 16日（木）9：30～ 11：40

�受付時間／ 9：00～ 9：20

�場所／保健センター

�内容／沐浴体験をしよう！妊娠・出産

　について語ろう！おなかの赤ちゃんに

　手紙を書こう！先輩ママの出産体験談

　など

�対象／妊婦および家族の方

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具

■問  健康推進課　� 55-2160

仙南地域職業訓練センター 春の親子教室

�申込方法／往復はがきに、希望講座名、児童名（学校、学年）、保護者名、電話番号
　を記入の上お申し込みください。

�申込期限／2月 15日（水）
※児童1人に保護者1人でお申し込みください。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
　〒 989-1606  柴田町大字船岡字照内1-9

講  座  内  容日時・参加費・持ち物講座名・募集人数

親子で“ものづくり”に親し
むことを目的に、コントロー
ラーで作動する「2足歩行バト
ルロボット」を作成します。

3月 17日（土）　8：40～ 12：30
参加費：1組 2,000 円
持ち物：筆記用具、上履

親子工作教室
（2足歩行バトルロボット）

募集人数：小学生の親子 30組

親子で楽しく、大好きなキャ
ラクターや人気者の顔など、
手作りパンに挑戦します。

3月 17日（土）　9：30～ 12：30
受講料：1組 1,800 円
持ち物：エプロン、三角巾、ハンドタオ
　　　　ル、筆記用具、上履

親子パン教室

募集人数：小学生の親子 12組

～結核検診について～
　結核感染の拡大を防止するため、お

申し込みの有無が確認できない方に対

しても受診票を配布します。

　職場や医療機関などで受診する方は、
あらかじめ申込書に「 × 」（受けない）

バツ

を記入し、ご提出ください。

　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／ 3月 8日（木）10：00～ 15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 2月 23日（木）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160
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　「クリスマスローズ」という花をご存知

ですか。柴田鉢花研究会員が心を込めて

生産したクリスマスローズを直売ならで

はの特別価格で販売します。多年草です

ので長くお楽しみいただけます。

�日時／ 2月 4日（土）、5日（日）
　9：30～ 16：00

�場所／柴田町観光物産交流館（さくら
　の里）

■問  農政課　� 55-2122

　おひなさまを見ながら、杉の子福祉コーラスと一足早いひな祭りを、子どもから大人ま

でみんなで楽しみましょう。2月から 7段飾りを飾ってお待ちしています。参加は無料で

す。

�日時／ 2月 28日（火）10：30～　　�場所／柴田町地域福祉センター
�内容／コーラス、ハンドベル、簡単はひな人形クラフト

　これまで培ってきた知識や技術を生かしてボランティア活動を始めてみませんか。少し

不安でも、参加する方みんなが初心者です。今回の講座が「はじめの一歩」です。

�日時・内容／

　

※2月 14日から 26日の間に、1日施設実習が有ります（日程は後日調整）。

�場所／柴田町地域福祉センター　　�対象／施設ボランティア活動を希望する方
�募集人数／25人（先着順）　　�参加費／社会福祉協議会会員：無料（非会員：1,200円）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

　3月 3日はひな祭り（桃の節句）です。

かわいいお子さんやお孫さんのためにお

ひなさまをつくり飾ってみませんか。�

�日時／2月15日（水）10：00～12：00
�場所／しばたの郷土館
�対象／成人
�募集人数／ 20人
�参加費／実費（材料代 600円）
�持ち物／ハサミ、カッター、定規
�申込期限／ 2月 7日（火）

■申 ■問  柴田町図書館　� 86-3820

�日時／ 2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

2月のトンボ玉体験会　漢字の基礎と実用書道を中心に行いま

す。初心者の方大歓迎です。

�日時／毎月第 2・第 4木曜日
　9：30～ 11：30

�場所／西住公民館
�参加費／ 2,000 円
�持ち物／書道用具

■申 ■問  西住書道愛好会（柳田）
　

　女性や初心者大歓迎です。一緒に楽し

い時間を過ごしませんか。

�日時／毎月第 2・第 4日曜日
　9：00～ 17：00

�場所／槻木生涯学習センター
�会費／ 2,500 円（年額）

■申 ■問  槻木囲碁将棋教室（佐藤）
　

　自由にふらっと気軽に遊べる“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。

�日時／ 2月 7日、14日、21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／お手ふき、飲み物など

　

　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／2月16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／1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／お手ふき、飲み物など
�申込期限／ 2月 15日（水）

　

　春のケーキを作ります。

�日時／2月29日（水）10：00～12：00
�場所／槻木生涯学習センター
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 1,000 円
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
�申込期限／ 2月 22日（水）
※託児一人あたり 300円

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

槻木囲碁将棋教室 西住書道愛好会

西風人形

おひなさまづくり体験学習

たのしい福祉講座パート 5　初心者のための施設ボランティア講座

内　　　　　容日　　　　　時

柴田町の高齢者制度や施設を学ぶ2月 6 日（月）13：30～ 15：30

施設ボランティア活動のい・ろ・は2月 13日（月）  9：30～ 11：45

認知症サポーター養成講座2月 27日（月）  9：30～ 11：45

子育てひろば“ゆるりん”

＜特別企画＞ゆるりん

「親子ふれあいひろば」

お母さんのためのお菓子作り
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　柴田町図書館では、ボランティア活動

に興味や関心のある方を対象に読み聞か

せの講座を行います。子どもたちに本の

楽しさやおもしろさ、素晴らしさを届け

たい方お待ちしています。

�日時／
第1回　2月17日（金）10：00～12：00
第2回　2月24日（金）10：00～12：00
第 3回　3月 2日（金）10：00～ 12：00
�場所／柴田町図書館
�講師／松尾福子氏（まつお文庫主宰）
�対象／町民
�募集人数／ 20人程度
�参加料／無料
�申込期限／ 2月 11日（土）

■申 ■問  柴田町図書館　� 86-3820

�日時／ 2月 26日（日）10：00～ 15：00
�内容／白石和紙を使ったひな人形作り体験（実費負担あり）、いろいろなおひな
　さまの展示（展示期間は2月 14日～ 3月 3日）、茶道体験（実費負担あり）、
　ポップコーン無料配布
※イベント開催のため、当日は印刷機がご利用いただけませんので、ご了承願います。

　ギャラリー展示案内　

○とっておきの広場 子どもの造形展
　青少年と障がい者の自立支援センター「とっておきの広場」の子どもたちの作
品を展示します。ぜひご覧ください。
�展示期間／ 2月 1日（水）～ 11日（土）

　囲碁将棋教室　

�日程／ 2月 2日（木）、18日（土）
�時間／10：00～ 17：00（時間内の出入り自由）
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます（小学生は保護者付き添い）。
※申し込み不要、参加は無料です。

　サロン口笛コンサート　

　船迫生涯学習センターの口笛教室の皆さんが、季節に合ったすてきな曲をたく
さん吹きます。口笛の音色で癒されてみませんか。可能な範囲でリクエストも受
け付けます。参加は無料です。
�日時／ 2月 12日（日）13：30～ 14：00

　アロマテラピー無料体験会　

　つらい花粉症や風邪の季節を乗り切るためのアロマテラピー教室です。ハーブ
の精油でアロマブレンドオイルを作ってみませんか。初心者の方でも大丈夫です。
�日時／ 2月 19日（日）13：30～ 15：30
�参加費／無料　　�募集人数／6人　　�申込期限／2月 16日（木）

■問  柴田町まちづくり推進センター（イオンタウン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　　� 2月の休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

○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／ 2月 2日、9日、16日、23
　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／2月9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」～マリー・ホール・

エッツ作品のまき～

　絵本の好きな大人と子ども、みんな

寄っておいで！ 

�日時／2月16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／2月22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）

　待ち望んでいた私たちの図書館が開館し、3年目に入ります。次代を担う子どもた
ちに私たちができること、やるべきことをみんなで考えてみませんか。この東北を元
気にし、あの大震災から力強く復興するためにも、ぜひご参加ください。
�日時／ 2月 4日（土）13：30～ 16：00
�場所／しばたの郷土館　2階多目的ホール
�講師／錦恵美子氏（福音館書店社外講師、新潟大学教育学部非常勤講師、柴田町船
　岡出身）
�参加費／無料
�主催／柴田町図書館サポート委員会、柴田町図書館とともに歩む会
�後援／柴田町、柴田町教育委員会
 託児もあります
6カ月～未就学児、要予約、1人 300円、10人程度

■予 ■問  柴田町図書館サポート委員会（木村）　
　　 柴田町図書館とともに歩む会（島貫）　

柴田町図書館ボランティア
養成講座しばたまち交流ひろば「ゆる . ぷら」開設 2周年祭

《ゆる．ぷらひな祭り》
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�日時／2月16日（木）13：00～16：00
�場所／役場 第二会議室（2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　� 59-3277

　町では、メールアドレスを登録していただいた方に、イベントや観光、防犯、子育
てに関する情報などを、電子メールでお届けするサービスを行っていますので、ぜひ
ご利用ください。なお、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。

�配信内容／

　
�登録方法／
　パソコンから登録する場合
　　町ホームページ（http://www.town.shibata.miyagi.jp/）内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
　①登録専用メールアドレス
　　（ml@mm.town.shibata.miyagi.jp）へ
　　空メールを送信してください。
　②サービスの登録受付メールが届きますので、内容に従って登録してください。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　税理士法に基づき、社会奉仕活動の一

環として、小規模な事業者のために東北

税理士会大河原支部主催による無料相談

会を開催します。相談希望の方は、前日

までに事務局にご連絡ください。

�日時／2月23日（木）10：00～15：00

�場所／各税理士事務所（要予約）

�内容／所得税および消費税などの確定

　申告相談・作成指導

■予 ■問  税理士法人原田会計事務所
　� 52-0066

　環境にやさしい竹炭をオイル缶で手軽
に作って、素晴らしい炭の効能を体験し
てみませんか。
�日時／ 3月 17日（土）8：30～ 17：00
　　　　　　  18日（日）9：00～10：00
※悪天候の場合は中止となります。

�場所／船岡生涯学習センターに集合し、
　体験会場（下名生）へ移動します。
�募集人数／一般成人 10人（先着順）
�参加費／ 300円
�持ち物／軍手、スコップ（剣型）、うち
　わ、ペンチ、火ばさみ、のこぎり（竹
　切り）、袋（竹炭持ち帰り用）、昼食、長
　靴など汚れてもよい服装
�申込期限／ 3月 10日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　アートや身体を使った交流活動に参加
してみませんか。自己表現や対人関係を
苦手と感じる子どもや不登校生、新たな
「自分」の発見や「仲間」との出会いが
生まれるかもしれません。
�日時／ 2月 11日（土）
　�中学生の部　10：00～ 11：30
　�高校生の部　14：00～ 15：30
�場所／とっておきの広場（旧羽山児童館）
�募集人数／各部 8人
�参加費／ 500円
�申込期限／ 2月 10日（金）
※保護者対象の茶話会も行いますので、気軽
　にご参加ください（参加費：100円）。

■申 ■問  ふりーすくーるジヴァガール
　� 080-1829-0208

　毎年 3月は、名義変更、廃車などの各
種手続きや検査申請が集中し、大変混雑
します。特に週末や中旬以降に集中する
ため、長時間お待ちいただく場合があり
ますので、これらの各種手続きは早めに
済ませるようお願いします。
�受付時間／月～金曜日（祝日を除く）　
　8：45～ 11：45、13：00～ 16：00

■問  軽自動車検査協会宮城主管事務所
　� 022-284-1368

柴田町からのお知らせ

町内で開催されるイベント、観光情報、産地直産情報などを
お届けします。

イベント・観光・
物産情報

地震や大雨に関する情報、災害時の生活関連情報などをお届
けします。

災害・防災情報

町内で発生した犯罪情報・交通事故の発生状況など、暮らし
の安全に関する情報をお届けします。

防犯・交通・
安全安心情報

町内や近隣市町の休日当番医などの情報を、休日・祝日の前
平日にお届けします。

休日当番医情報

子育てしている保護者に、保育所入所申し込み、子ども手当、
子育て支援事業などの情報をお届けします。

子育て情報

町内での熊などの目撃情報をお届けします。熊等出没情報

新刊図書やお話し会などの各種催しの情報をお届けします。柴田町図書館情報

柴田町社会福祉協議会からのお知らせ

子育てサロンや親子で参加するイベントなどの情報をお届
けします。

子育て支援情報

ボランティア講座やイベントなどの情報をお届けします。各種講座・イベント情報

ボランティアをしたい、ボランティアをお願いしたいなどの
情報をお届けします。

ボランティア情報・
災害支援情報

※ＱＲコード読み取り

　対応機種の場合ご利

　用ください。

竹炭づくり自然体験教室

アートで出会う「私」と「仲間」
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�日時／ 3月 4日（日）14：00～
�場所／えずこホール
�内容／第 1部：槻木小学校吹奏楽部に
　よる単独演奏、第 2部：アンサンブル

　ステージ、第 3部：槻木中学校吹奏楽

　部・槻木ウィンズサークルとの合同演

　奏

�入場料／無料

■問  槻木小学校　� 56-1029

�日時／ 2月 19日（日）9:00 ～

�場所／農村環境改善センター

�内容／児童館園児・小学校児童・地域 

　の方のステージ演技や作品展示など
※作品展示は、18日（土）午後から観賞できま

　す。

■問  柴小地区地域づくり推進協議会
　� 56-4777

　誰もが知っている曲から“The お琴”

な曲までさまざまな曲を演奏します。ぜ

ひ、この機会にお琴の音色に触れて、癒

されてみませんか。入場は無料です。

�日時／3月10日（土）14：00～16：00
�場所／仙南信用金庫しんきんホール

■問  白石高等学校（遊佐）
　� 0224-25-3154

　県では、東北大学などの協力を得て、平成23年 3月 25日以降、農林水産物の放射性物質の定期検査（精密検査）を行ってい
ますが、モニタリング体制の強化のため大河原合同庁舎をはじめ県内7カ所に簡易型放射能測定器（NaI シンチレーション検出器）
を配備し、11月から町と協力しながら簡易検査を開始しています。簡易検査は国が定める暫定規制値の1／2を超える放射性セシ
ウムが検出された場合に精密検査を実施するものです。柴田町の放射性物質の測定結果は次のとおりです。調査結果については今
後、最新情報をお知らせしていきます。

■問  農政課　� 55-2122

農産物の放射能測定（精密検査）結果

食品衛生法の規定に
基づく食品中の放射
性物質の暫定規制値

放射性セシウム
食品衛生法の規定に
基づく食品中の放射
性物質の暫定規制値

放射性ヨウ素品　　目採取日

500

3

2000

4ホウレンソウ（露地）5 月 9 日

不検出（1未満）不検出（1未満）ホウレンソウ（露地）6 月 13日

不検出（1未満）不検出（1未満）キュウリ（露地）7 月 12日

不検出（20未満）不検出（20未満）六条大麦（露地）7 月 13日

不検出（1未満）不検出（1未満）ネギ（露地）10月 3 日

不検出（1未満）不検出（1未満）ソバ（露地）11月 3 日

不検出（20未満）不検出（20未満）大豆（露地）11月 21日

不検出（2未満）不検出（1未満）つぼみ菜（ハウス）12月 19日

農産物の放射能測定（簡易検査）結果

食品衛生法の規定に基づく食品中の
放射性物質の暫定規制値の 1/2

放射性セシウム
品　　目採取日

精密検査実施目安超過精密検査実施目安以内

250

○柿（露地）11月 8 日

○ユズ（露地）11月 10日

○ブロッコリー（露地）11月 17日

○ネギ（露地）11月 24日

○干し柿（露地）11月 29日

○ヤーコン（露地）12月 6 日

○白菜（露地）12月 8 日

○ホウレンソウ（露地）12月 13日

○キャベツ（露地）12月 15日

○ニンジン（露地）12月 15日

○つぼみ菜（施設）12月 19日

○イチゴ（施設）12月 21日

○大根（露地）12月 27日

○ホウレンソウ（露地）1 月 13日
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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：1月 24日（火）】　

測定値測定値測定値

0.10槻木生涯学習センター0.15船岡生涯学習センター0.13柴田町役場

0.13西住公民館0.13農村環境改善センター0.11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 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：1月 18日（水）】　

測定値測定値測定値

0.20西住小学校0.21船迫小学校0.17船岡小学校

0.21柴田小学校0.16槻木小学校0.23東船岡小学校

0.15槻木中学校0.23船迫中学校0.19船岡中学校

0.20たんぽぽ幼稚園0.17浄心幼稚園0.26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：1月 19日（木）】　

測定値測定値測定値

0.25西船迫保育所0.20槻木保育所0.28船岡保育所

0.28西住児童館0.27三名生児童館0.19柴田児童館

※毎週 1回測定。0.18むつみ学園0.27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：1月 16日（月）】　

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：1月 23日（月）】

測定値測定値測定値

0.18剣崎公園0.17白幡児童遊園0.26並松公園

0.15船岡城址公園0.22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、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・公園：地表から50cm

携帯版　   放射能情報サイトみやぎ
下記の方法で携帯電話でもご利用になれます。

（1）URL を直接入力する
　　  http://www.r-info-miyagi.jp/m/

（2）QRコードを利用できる端末の場合は
　　  右の QRコードよりアクセスできます。

放射線測定値についての参考情報　　　　　　　　　　単位：μSv/ 回

放射線量身　近　な　事　例

6,900胸部Ｘ線コンピュータ断層撮影検査（ＣＴスキャン）

600胃のＸ線集団検診（1回の検査）

200東京からニューヨーク航空機旅行（往復）

50胸のＸ線集団検診（1回の検査）

※放射能情報サイトみやぎより
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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2/1（水）

12：45～ 13：15
本多（愛）先生
川口先生

平成 22年 7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）

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伊藤先生平成 23年 9月生まれの方4か月児健康診査9（木）

  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）

13（月）

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）14（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
15（水）

12：45～ 13：15
板野先生
小田部（岳）先生

平成 20年 8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 23年 2月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

17（金）

12：45～ 13：15小屋先生平成 21年 10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 10月生まれの方4か月児健康診査3/1（木）

12：45～ 13：15
本多（愛）先生
佐藤（郁）先生

平成 22年 8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。

2（金）

12：45～ 13：15内田先生平成 21年 11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。

6（火）

  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）

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

薬　　　局歯　　　科外　　　科内　　　科月日

かみまち薬局
　槻　木　� 58-7380

甲子調剤薬局
　大河原　� 51-5085

吉田歯科医院
　村　田　� 83-2061

大沼胃腸科外科婦人科
　槻　木　� 56-1441

平井内科
　大河原　� 52-2777

2/5
（日）

ひばり調剤薬局
　大河原　� 52-8686

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

よしだ歯科医院
　船　岡　� 57-1918

大河原整形外科クリニック
　大河原　� 51-1502

さくら小児科
　大河原　� 51-5355

11
（土）

関谷薬局
　大河原　� 52-2133

やすらぎ調剤薬局
　村　田　� 83-6890

和野歯科医院
　船　岡　� 55-5126

高沢外科・胃腸科
　船　岡　� 57-1231

村田内科クリニック
　村　田　� 83-6061

12
（日）

仙台調剤大河原西店
　大河原　� 51-4011

アイン薬局村田店
　村　田　� 82-1682

あいはら歯科医院
　大河原　� 53-8138

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

中核病院村田診療所
　村　田　� 83-2445

19
（日）

アイランド薬局
　大河原　� 53-4189

ひがし薬局大河原
　大河原　� 51-3055

前田歯科医院
　村　田　� 83-6480

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

甘糟医院
　大河原　� 53-1460

26
（日）

槻木中央薬局
　槻　木　� 56-3169

歯科ヒライ
　船　岡　� 55-4025

善積医院
　村　田　� 83-2172

玉渕医院
　槻　木　� 56-1012

3/4
（日）

ひまわり薬局
　船　岡　� 87-8430

もみの木薬局
　船　岡　� 54-3837

はせ歯科医院
　大河原　� 52-1080

永沼整形外科
　船　岡　� 54-2244

村川医院
　船　岡　� 54-2316

11
（日）
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