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「本のちょっと支援隊」

生涯学習センターの図書室ボランティア募集

ベガルタ仙台

ジュニアサッカースクール生募集

臨時保育士・児童厚生員
　平成 24年度に勤務できる方で、臨時

保育士・臨時児童厚生員として登録して

いただける方を募集しています。

�勤務内容／

　�臨時保育士：保育業務に従事

　�臨時児童厚生員：学童保育に従事

�応募資格／おおむね 50歳までの方で、

　保育士または幼稚園教諭の資格を有す

　る方

�任用／随時任用

�賃金（時給）／ 930円

�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、

　資格証の写しを添付の上お申し込みく

　ださい。

�募集期限／ 3月 16日（金）

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

�職種／①調理補助員（調理経験者）　②接客業務（レストランなど）

�職務内容／①レストランメニューおよび宿泊・宴会料理の調理

　　　　　　②レストランでの接客および宴会・宿泊の準備

�募集対象／60歳未満の方

�雇用期間／3月～ 10月（雇用更新有り）

�勤務条件／勤務時間　①火曜日～日曜日　9：00～ 17：00（6時間程度）

　　　　　　　　　　　②火曜日～日曜日　9：30～ 14：30（4～ 5時間程度）

　　　　　　勤務日数　月20日程度

　　　　　　賃金（時給）　①1,000円～ 1,100円　② 750円～ 850円

　　　　　　雇用保険　加入　

　　　　　　社会保険　なし

�申込期間／3月 1日（木）～ 16日（金）

�申込方法／受付時間　9：00～ 17：00（月曜日を除く）

　　　　　　提出書類　履歴書（写真添付）※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

　平成24年3月11日（日）で大震災から

1年になります。柴田町では追悼行事な

どは行いませんが、3月 11日午後 2時

46分に消防署や、消防団がサイレンを

吹鳴いたしますので、町民の皆さまには

犠牲者への黙とうをお願いいたします。

■問  総務課　� 55-2111

�活動期間／平成24年 4月から（活動期限はありません。）

�活動場所／槻木生涯学習センター

�募集人数／2人程度

�資格／週1回（2時間）程度、ご協力いただける方

�活動内容／本の整備、補修、普及活動（展示物・掲示物の工夫など）。

�応募方法／お近くの生涯学習センターにある参加申込用紙に必要事項を記入のうえ、

　お申し込みください。

�応募締切／3月 16日（金）

■申 ■問  柴田町図書館　� 86-3820

�対象／ 5歳児～小学 6年生の男女
※初心者やほかの団体に所属していても参加

　できます。練習日や会費など、詳しくはお

　問い合わせください。

■申 ■問  ベガルタ仙台ジュニアサッカース
　クール事務局　� 022-377-1101

　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／ 3月 13日（火）13：30～　　�場所／とっておきの広場（旧羽山児童館）

�内容／今までの研修を振り返って　　※研修会終了後、個別相談も実施します。

■問  県リハビリテーション支援センター　� 022-286-4394

柴田観光物産協会

臨時職員を募集します
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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。

槻木体育館
（卓球・バドミントンに限ります）

3月 4 日（日） 9:00～16:00

3月18 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

3月11 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／3月15日（木） 19:00～
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／3月21日（水） 19:00～
場所／船岡公民館

4
月
分

 お知らせ  　船岡体育館は、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

3月 6 日（火）飯渕　紀子

生　　活 3月13日（火）関根　朝成

3月27日（火）佐藤由美子

■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（役場1階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

3月 7 日（水）渡邊みち子

人　　権
3月14日（水）佐久間捷哉

3月21日（水）大友　勝彦

3月28日（水）木島　基子

3月28日（水）手代木文夫行　　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

　囲碁将棋教室　

�日程／ 3月 1日（木）、17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要）
※申し込み不要、参加は無料です。

　ギャラリー展示案内　

○「押し花グループ夢」作品展
　柴田教室の皆さんの素晴らしい作品を多数展示しますので、是非ご覧ください。

�展示期間／ 3月 6日（火）～ 18日（日）

　サロン口笛コンサート　

　船迫生涯学習センター口笛教室の皆さんが、季節に合った素敵な曲をたくさん

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／ 3月 11日（日）13:30 ～ 14:00

■問  柴田町まちづくり推進センター（イオンタウン柴田内 )
　� 86-3631　� 86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp

�開館時間／10：00～ 18：00　　� 3月の休館日／毎週月曜日開館時間・休館日

　農作物の被害防止およびワイル病発生予防のため、「野ねずみ駆除」を実施します。

�散布日／ 3月 11日（日）※雨天等で実施しかねた場合は、1週間以内に実施します。
�実施区域／町内の耕作地（水田・畑・果樹園など）
�使用農薬／野ねずみ用ヤソヂオン（5g小袋入・ダイファシン系粒剤累積毒）
�実施方法／農家の方が直接土中に埋め込みます。

■問  柴田町水稲病害虫防除推進協議会事務局（農政課内）　� 55-2122

　まちづくりに関して皆さんのアイディアや課題解決のために自ら実践する活動

を協働で取り組むための提案を募集します。

�提案の種類／
　�意見提案：柴田町内で実施される公益的な事業などについてアイディアの提案。
　�実践提案：柴田町内で実施される公益的な事業などについて、提案者が町と

　　協働での実施を提案。（提案者自らが実施に関わるものが対象となります。）
※過去に提案されたものの再提案も可能です。

�提案できる方／町内に住所を有する方または町内へ通勤・通学している方。町
　内の地域コミュニティ団体、住民活動団体、事業者。

�受付期間／3月 1日（木）～ 3月 31日（土）
�提出先／まちづくり推進センター
※意見提案で採択されたものは、町の事業や町政に反映されるなど、まちづくりへ生かされ

　ます。実践提案で採択されたものは、事業実施に向けて町担当課と協議を開始し、事業内

　容や役割分担などについて合意できた場合は、実践提案実施計画書を作成し、事業を実施

　します。町は、その計画書に基づき、実施に必要な支援を行います。

※提案制度の募集要領・提案用紙は、まちづくり推進センター、まちづくり政策課、槻木事

　務所、生涯学習施設に備え付けています。また、町ホームページからもダウンロードでき

　ます。

まちづくり提案制度への提案を募集します
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�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／ 3月 18日（日）毎月第3日曜日　
�祝日営業／ 3月 20日（火）  11:00 ～ 19:00（施設利用時間11:00 ～ 18:45）
※ 3月 25日（日）　専用利用となるため全館休館となります。

仙南総合プール日程表（平成24年 3月分）

○…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

�開会日時／ 3月 5日（月）9：30（予定）
�場所／役場議会議事堂  ※傍聴席は 6階
�手続き／傍聴席入口にある傍聴人受付票
　に氏名などを記入し提出してください。

�日程／3月 5日　町政報告、施政方針、
　一般質問　6日、7日　一般質問
※以後の日程については、議案の内容により
　決定します。

■問  議会事務局　� 55-2136

　空気の乾燥するこの時期は、火災の発生しやすい時期です。

　火の元、火の始末に十分注意してください。

　平成23年は柴田町内で15件の火災が発生しました。その中の10件が「放火」・

「放火の疑い」による火災です。放火されない環境を作りましょう。

①　建物の周囲に燃えやすいものを放置しない。

②　ゴミは決められた日の朝に出す。

③　自転車などのカバーは防炎品を使用する。

④　塀や生垣などで死角を作らないように工夫する。

⑤　照明器具などで暗がりを作らない。

「住宅用火災警報器具」の設置はお済みでしょうか？

　火災の早期発見のため、一般住宅に住宅用火災警報器具の設置が義務付けられてい

ます。住宅火災から大切な命を守るためには、早期の発見が重要です。また、設置し

た後は定期に作動の点検を実施し異常がないことを確認してください。

■問  柴田消防署　� 55-2012

　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）

西住書道愛好会

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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火月日土金木

☆☆☆
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
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�日時／ 3月 3日（土）、17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

　柴田町内で活動している団体・個人

が制作した多様なジャンルの作品展

示・頒布会です。入場は無料です。

�期間／ 4月 7日（土）～ 22日（日）

�時間／9：00～ 16：30
※期間と時間は各団体などにより異なりま
　す。
※さくら回廊 in しばた開催のため、4 月
　3日（火）～24日（火）の期間は、施設各
　室の貸し出しができません。

　みんなで楽しみながら、観賞用菊

花の栽培方法を学びませんか。

�期間／ 3月 27日～ 9月（月2回開

　催・第2・第 4火曜日）

　9：30～ 12：00

�募集人数／25人（先着順）

�参加費／1,500円

�申込期限／3月 13日（火）

3月のトンボ玉体験会

�日時／ 3月 13日（火）9：45～ 11：30

�場所／槻木生涯学習センター

�内容／「昔ばなしの劇遊び♪」

�対象学区／全小学校区

�対象／就学前のお子さんと保護者

�持ち物／各自必要なもの
※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。

■申 ■問  柴田町子育て支援センター
　（船迫児童館内）� 54-4040

�会場／仙南地域職業訓練センター

�申込方法／受講希望の方は、当訓練センターへ電話・Fax（氏名・連絡先記入）にて申し込みください。

�申込期限／3月 12日（月）

�決定・通知／申し込み者多数の場合は、抽選により受講者を決定させていただきます。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター 　� 57-1501　� 55-2250

　ジフテリア破傷風予防接種（第2期）は、

11歳から12歳のお子さんが対象になり

ます。まだ受けていないお子さんは、早

めに指定医療機関で予防接種を受けま

しょう。なお、通知は 11歳の誕生月の

翌月に送付しています。転入・紛失など

で予診票がない方は、母子健康手帳をお

持ちの上、健康推進課へお越しください。

�接種期間／ 11歳の誕生日～ 13歳の

　誕生日の前々日まで

■問  健康推進課　� 55-2160

�コース名／
　� CAD・NC加工技術科（5月生）

　�溶接施工科（5月生）

�訓練期間／各 6カ月
�受講料／無料（テキスト、作業着は自己負担）
�申込期間／ 3月 5日（月）～ 30日（金）
�申込先／居住地を管轄する公共安定所
�実施場所／ポリテクセンター宮城名取
　実習場

■問  ポリテクセンター宮城　訓練課
　� 022-792-8066

移動なかよし広場
～みんなでなかよく遊びましょう♪～ 　毎回ご好評をいただいております「し

ばたのオープンガーデン」を、今年も開

催する予定です。皆さんが丹精こめて育

てたお庭やご自慢の植物（鉢植えや盆栽

など）を一般公開してみませんか。お庭

の種類（洋風、和風、庭園、里山）や広

さは問いません。ぜひご協力をお願いし

ます。

　お庭を公開していただける方、興味の

ある方は下記までお電話ください。
※オープンガーデンは英国が発祥の地で、個
　人の庭を一定期間、一般の人に開放する活
　動です。本町では花と緑による住民相互の
　交流を目的として開催します。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

仙南地域職業訓練センター受講生募集

「しばたのオープンガーデン」
協力世帯の募集

公共職業訓練受講生募集

さくら回廊 in しばた

菊作り体験学習受講生募集

受　講　料定　員講　座　内　容日　　時講　　座　　名

3,500 円
（テキスト含む）

20人

新社会人や学生の方を対象に、これ
から仕事や学校などで作成するレ
ポート、報告書などの文書作成の基
本操作（文字入力、表作成）を習得
します。

3月 17日（土）
　～ 18日（日）
9:00 ～ 13:00
（計 8時間）

No.1
新社会人・学生のための
パソコン入門講座（Word）

3,500 円
（テキスト含む）

20人

新社会人や学生の方を対象に、これ
から仕事や学校で使用する、計算
式・表作成の基本操作や比率などを
視覚的に分かりやすく表示するグラ
フ作成などを習得します。

3月 24日（土）
　～ 25日（日）
9:00 ～ 13:00
（計 8時間）

No.2
新社会人・学生のための
パソコン入門講座（Excel）
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柴田よさこい美翔連

　柴田町では、主として子どもが食する食品の安全性を確認するために、3月 1日か

ら町民の方が持ち込む食品の放射能濃度測定を開始します。検体は、事前に泥などの

付着物を洗い落とし、細かく（5ミリ程度）切り刻んで、ビニール袋に入れて持ち込

んで下さい。必要な量は1,000cc です。

�予約受付時間／9：00～ 16：00（土・日曜日、祝日を除く）
�対象者／18歳以下の子どもがいる家庭を優先
�対象物／自家消費を目的とした食品。ただし、測定システムの下限値が30ベクレ
　ルのため、飲料水は対象外とします

�予約可能数／1人、1検体　　�測定料／無料
�測定期間／月～金曜日　9：00～ 16：00

■問  町民環境課　� 55-2113

　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）
　

　仙台で 10月に行われる「みちのくＹ

ＯＳＡＫＯＩまつり」やしばたの夏の風

物詩「ザ・フェスティバル in しばた」な

どで、一緒に踊りませんか。男女は問い

ません。詳しくはお問い合わせください。

■申 ■問  柴田よさこい美翔連
　（伊藤）

　（野口）

　柴田町の高原で栽培されたそば粉で、

本格的なそば打ちの技を習得（体験）し

てみませんか。初心者でも安心して受講

いただけるそば打ち体験教室です。自分

で打ったそばは持ち帰りとなります。

�日時／ 3月 17日（土）9：30～ 11：30

�場所／柴田町太陽の村

�募集人数／ 10人（先着順）

�参加費／ 2,000 円（昼食付き）

�持ち物／エプロン、そば持ち帰り用容器

�申込期限／ 3月 14日（水）

�受付時間／ 9：00～ 17：00（月曜日を

　除く）

■申 ■問  柴田町観光物産協会　
　� 56-3970

　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

軽にお出かけ下さい。13日はおもちゃ

病院も開院します。

�日時／ 3月 6日（火）、13日（火）

　10：00～ 11：45

�場所／新栄集会所（ヨークベニマル柴

　田店となり）

�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、バスタオ

　ルなど

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

�日時／3月15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

　中国の言葉、文化、風習などに興味のある方、留学生の生の声で中国語を一緒に学

んでみませんか。

�日時／毎週土曜日18:10 ～ 20:10　　�場所／船岡公民館　

�会費／2,500円（月額）

■申 ■問  柴田町中国語愛好会（今野）

槻木囲碁将棋教室

柴田町中国語愛好会 会員募集

太陽の村そば打ち教室

子育てひろば“ゆるりん”
　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／ 3月 13日（火）、27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45kg 以上、女性 40kg 以上の健康な方で
　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／ 3月 13日（火）、27日（火）
�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。

骨髄バンクドナー登録にご協力ください

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　� 53-3121
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　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／4月21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

　4月 1日から高額な外来診療を受けるときに、医療機関で1カ月に支払う自己

負担額（保険診療分）が限度額適用認定証など（以下、認定証）を提示すること

により、高額療養費の自己負担限度額までとなります。これから高額な外来診療

を予定している方は、加入している医療保険者まで事前に相談して認定証を申請

してください。

≪国民健康保険の被保険者≫
�申請対象者／70歳未満の方、70歳以上 75歳未満の世帯主および国民健康保
　険被保険者全員が住民税非課税の方（非課税世帯等）

�持ち物／国民健康保険被保険者証、印鑑

※国民健康保険税に未納のある世帯については、認定証が交付されないこともあります。
※70歳以上 75歳未満の方で非課税世帯などに該当しない方は、認定証の提示がなくても
　自己負担限度額までの支払いとなりますので申請の必要はありません。
※すでに入院などにより認定証の交付を受けている方で、外来診療も対象となる認定証の
　交付を希望される方は、3月 31日までに交付申請をしてください。

≪後期高齢者医療の被保険者≫
�申請対象者／住民税非課税世帯である方
�持ち物／後期高齢者医療被保険者証、印鑑

※すでに入院などにより認定証の交付を受けている方は、高額な外来診療にもご使用でき
　ますので申請の必要はありません。

�各申請場所／健康推進課、槻木事務所 　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。新年度早々、胃がん検診や大

腸がん検診・前立腺がん検診が始まりま

す。未提出の方に受診票は届きません。

受診をご希望の方は、至急ご提出くださ

い。

　町の検診を受けるか迷っている方は、

後でキャンセルできますので、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。がん検診などの詳細については、

お知らせ版 1月 15日号または町ホーム

ページをご覧ください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　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。

�日時・場所／
　◇ 3月 10日（土）　ザ・ビッグ柴田店　10：00～ 12：00、13：00～ 16：30
　◇ 3月 13日（火）　柴田町役場　13：30～ 16：00
�実施内容／400ml、200ml 献血
※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　� 55-2160

　東日本大震災により被災し住家の全半壊した方や福島原発事故による避難区域

などの方は、現在、医療機関などの一部負担金の支払いが免除されていますが、

3月 1日以降も引き続き免除になります。（入院時の食事療養費および入院時生

活療養費の自己負担額の免除は2月 29日までとなります。）

　また、証明書の有効期限欄に「平成24年 2月 29日まで」と記載されている

免除証明書でも引き続き使用することができます。

　なお、国民健康保険および後期高齢者医療保険制度以外の医療保険にご加入の

方は、免除の延長の有無や詳細について、ご加入の保険者へお問い合わせください。

�延長後の有効期限／
　�東日本大震災により住家の全半壊などした方：9月 30日まで
　�福島原発事故による警戒区域などの方：平成25年 2月 28日まで

■問  健康推進課　� 55-2114

高額な外来診療を受けるときは

「限度額適用認定証」の申請をしましょう！

一部負担金等免除証明書の有効期限が延長されます！

　�����������������������������������

�������������������������������������

～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、

申込書に「 × 」（受けない）を記入し、
バツ

ご提出ください。

国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険・・・・・・・・・・・後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療かかかかかかかかかかからららららららららららのののののののののののおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知らららららららららららせせせせせせせせせせせ



お知らせ版 ●7第 694号

　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。

単位：μSv/h
定点測定地の測定結果【測定日：2月 21日（火）】　

測定値測定値測定値

0.10槻木生涯学習センター0.16船岡生涯学習センター0.12柴田町役場

0.12西住公民館0.12農村環境改善センター0.09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：2月 15日（水）】　

測定値測定値測定値

0.20西住小学校0.19船迫小学校0.15船岡小学校

0.08柴田小学校0.15槻木小学校0.23東船岡小学校

0.15槻木中学校0.20船迫中学校0.18船岡中学校

0.17たんぽぽ幼稚園0.16浄心幼稚園0.27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：2月 16日（木）】　

測定値測定値測定値

0.22西船迫保育所0.18槻木保育所0.25船岡保育所

0.25西住児童館0.24三名生児童館0.18柴田児童館

※毎週 1回測定。0.18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：2月 13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：2月 20日（月）】

測定値測定値測定値

0.21剣崎公園0.19白幡児童遊園0.30並松公園

0.14船岡城址公園0.23舘前緑地0.22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

■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

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など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

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）

  9：15～   9：45平成 23年 3月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

9（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）

12（月）

12：45～ 13：15村川先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）13（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付14（水）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

21（水）
12：45～ 13：15

板野先生
佐藤（秀）先生

平成 20年 9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。

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付28（水）

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

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付4/4（水）

12：45～ 13：15未定平成 22年 9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。

6（金）

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

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）

大槻薬局東新町店
　大河原　� 52-0885

トミザワ薬局船迫店
　船　岡　� 58-1211

西村歯科医院
　川　崎　� 84-4851

かわち医院
　大河原　� 52-3115

ふなばさま医院
　船　岡　� 58-2220

18
（日）

銀座薬局
　船　岡　� 54-2201

玉野井歯科医院
　船　岡　� 57-1711

毛利産婦人科医院
　船　岡　� 55-3509

町南診療所
　村　田　� 83-5503

20
（火）

さとう調剤薬局
　大河原　� 51-4431

村田調剤薬局
　村　田　� 83-5641

船岡中央歯科医院
　船　岡　� 55-0970

庄司クリニック
　大河原　� 51-3741

山田医院
　村　田　� 83-2088

25
（日）

カメイ調剤薬局大河原店
　大河原　� 51-3121

仙台調剤大河原店
　大河原　� 51-4040

安藤歯科医院
　大河原　� 53-2348

みやぎ県南中核病院
　大河原　� 51-5500

さくら内科消化器科
　大河原　� 53-5151

4/1
（日）

柴田薬局
　槻　木　� 56-3715

つばさ薬局船岡店
　船　岡　� 58-1065

飯淵歯科医院
　槻　木　� 56-1026

乾医院
　槻　木　� 56-1451

しばた協同クリニック
　船　岡　� 57-2310

8
（日）
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