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�募集人数／ 5歳児　4人
�入園資格／町内在住の平成 16年 4月
　2日～平成 17年 4月 1日までに生ま

　れたお子さん

�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。

�申込期間／随時（土・日曜日、休日を除く）

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

移動なかよし広場  ～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～
�日時／ 6月 8日（火）9：45～ 11：00　　　�場所／西住公民館
�対象学区／西住小学校区　　　�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの　※保健師の健康相談があります。事前の申し込みは不要です。

�日時／ 6月 17日（木）9：45～ 11：00　　　�場所／槻木保育所
�対象／1歳～就学前のお子さんと保護者　　　�募集人数／20人
�持ち物／各自必要なもの　　　�申込期限／6月 11日（金）

一緒に遊ぼう ～保育所のお友達と遊びましょう♪～

■申 ■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

　子ども手当の受給者の方は、毎年 6月

に「現況届」の提出が必要となります。こ

の届けは、6月 1日における状況を確認

するものです。対象受給者（平成 21年

度において、児童手当を受給されていた

方）には、6月中旬に個別に通知します

ので、内容を確認の上、提出してくださ

い（公務員を除く）。この「現況届」が提

出されないと、6月分以降の子ども手当

が受けられなくなりますので、必ず提出

してください。
※4月、5月に新規に子ども手当の認定請求
をした受給者の方については、平成22年6月
の現況届は不要です。

�提出先／子ども家庭課または槻木事務所
�提出期限／ 6月 30日（水）まで

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　この議員研修会は議員だけでなく、町

民参加により一緒に勉強したいと考えて

います。参加は無料です。

�日時／6月26日（土）13：30～16：20
�場所／保健センター 4階
�内容／①「宮城県沖地震の再来に備え
　て」（みやぎ出前講座）　講師：宮城県

　危機対策課危機対策企画専門監

　②「災害に強い地域づくり」　講師：柴

　田町総務課危機管理監　

�主催／柴田町議会

■問  議会事務局　� 55-2136

　町営住宅の入居者を募集します。応募

者多数の場合は抽選とします。

�募集住宅／①神山前 3-308 号（2Ｋ）
　　　　　　②北船岡 202号（2ＬＤＫ）

　　　　　　③北船岡 301号（3ＬＤＫ）

�家賃／入居者の収入額・家族構成など
　によって異なります。

�申込用紙／都市建設課または槻木事務
　所に入居申込書などを用意しています。

�受付期間／ 6月 1日（火）～ 11日（金）
　8：30～ 17：15　※土・日曜日を除く

�受付場所／都市建設課（槻木事務所で
　は受け付けできません）

■申 ■問  都市建設課　� 55‐2121

募 集

町営住宅入居者募集
どなたでも参加できます

「公開議員研修会」
テーマ：防災～地震に備えて～

募 集

柴田町立第一幼稚園
平成 22年度入園児追加募集

子ども手当現況届
について
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○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○トレーニング室

�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／ 6月 20日（日）  毎月第 3日曜日

○…全面利用可能　　☆…レッスン又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 ～ 19:45 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）

　　19:45 ～ 20:45 全面利用可

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 6 日（日） 9:00～16:00

6 月20日（日） 9:00～16:00

入間田テニスコート

6 月13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（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／6 月17 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

7
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

※お知らせ　柴田町民体育館の利用は改修が必要な
ことから平成22年 4月 1日より当分の間「使用休
止」となります。

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 1 日（火）関根　朝成

生　　活

6月 8 日（火）佐藤由美子

6月15日（火）近江　宣男

6月22日（火）飯渕　紀子

6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
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

6月 2 日（水）佐久間捷哉

人　　権 6月 9 日（水）木島　基子

6月16日（水）渡邊みち子

6月23日（水）飯渕　紀子行　　政

■問  町民環境課 � 55-2113

消費生活相談
町 民 環 境 課

9:00 ～ 16:00（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

　肺炎球菌は、肺炎を引き起こす細菌の一種で、高齢者肺炎では最も多い原因といわ
れています。予防には肺炎球菌ワクチン接種が効果的です。対象となる方で接種を希
望される方はお申し込みください。
�申込期限／6月 18日（金）まで　　　�接種期限／6月 30日（水）まで
�対象／町内に住民登録のある65歳以上の方（接種日現在）
※過去に接種された方は対象外となります。
※来年度以降は節目接種を予定としています。平成23年度は昭和 20年 4月 2日～昭和 21年
　4月 1日生まれの方が対象となる予定です。

�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（申込者に
　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、仙南クリニック、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
�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年間は有効といわれていますが、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（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）に、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
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募 集

みやぎ県民大学　仙台大学開放講座
～いつも元気でエコ・ライフ～

参加者募集

夏休み自然体験キャンプ（小学4年生対象）

第6Ａ区行政区長
　新：澤  井  義  一（さわいよしかず）

　旧：家  村  眞  澄（いえむらますみ）

�開講時間／いずれも18：30～ 20：30　　�場所／仙台大学
�募集人数／40歳以上の方80人　　�申込期限／6月18日（金）　　�受講料／無料
�応募方法／はがきに、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、性別、年齢、職業を記入
　し、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

　小学4年生の年齢は、あらゆる物事を短時間で身に付けることできる一生に一度だ
け訪れる時期です。自然の中で、野外炊飯、キャンプファイヤー、ハイキングなどの
共同生活を通じて、仲間を思いやる心を育てるとともに、将来、学校や子ども会活動
のリーダーとなる資質を高めます。そんな「ワクワク」「ドキドキ」する自然体験キャ
ンプに参加しましょう！ 
�期日／ 7月 18日（日）～ 19日（月）の1泊 2日　※町のバスで移動します
�場所／福島県相馬海浜自然の家
�内容／ゲーム・スタンツ、野外炊飯キャンプファイヤー、ハイキングなど
�対象／町内の小学4年生（子ども会登録児童）
�募集人数／25人　※応募者多数の場合抽選
�参加費／2,500円（宿泊費、食事代ほか）
�申込期間／6月 5日（土）～ 15日（火）
�共催／柴田町子ども会育成会連絡協議会
�保護者・参加児童説明会／7月 4日（日）10：00～

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　絵本や紙芝居、わらべうたを一緒に楽

しんでみませんか。好きな絵本・おすす

めしたい本があったらお持ちください。

読み合いましょう。参加は無料です。

�日時／6月16日（水）10：30～11：30
�場所／船岡公民館
�共催／船岡生涯学習センター

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　

　土石流、地すべり、がけ崩れなど、土

砂災害はいつどこで発生するか分かりま

せん。普段から避難場所、避難経路など

を話し合っておきましょう。

■問  都市建設課　� 55-2120

　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊び、

折り紙などを一緒に楽しみませんか。ど

なたでも参加できます。

�日時／6月14日（月）15：00～16：00、
　6月 26日（土）10：30～ 11：30
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央 2丁目）

■問  庄司、小塩

こどもの本っておもしろい
ぴいかぶう おはなし会

行政区長の変更について
（平成 22年 5月 1日から）

内　　　　　容開講日

カロリーオフでエコ・ライフ　～エコな食事でいつも元気～7月 2 日（金）

歩け歩けでエコ・ライフ　～健脚自慢でいつも元気～7月 9 日（金）

レクリエーションでエコ・ライフ　～心のリフレッシュでいつも元気～7月16日（金）

軽運動でエコ・ライフ　～気軽な運動でいつも元気～7月23日（金）
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　今年 4月以降、使い捨てカセットボン
ベや可燃性のガスが入っているスプレー
缶・ライターなどが原因と思われる、ご
み収集車の車両火災が2件発生しており
ます ｡ごみ収集業務の安全のため、ごみ
出しの際は以下のことにご注意ください。
○カセットボンベ・スプレー缶
　使いきり、穴を空け、ガス抜きをして
から「缶類」の日に出す
○使い捨てライター
　使いきり、水に浸してから「燃えない
ごみ」の日に出す

■問  町民環境課　� 55-2113

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／6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

　デジサポでは、地デジに関する各種の
相談にお応えします。場合によっては、
皆さまのお宅などに直接お伺いして調査
などを行います。

■問  デジサポ（総務省テレビ受信者支援セ
　ンター）　� 0570-07-0101

　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。6月 8日（火）
には、おもちゃ病院も開院します。
�日時／ 6月 1日、8日、22日、29
　日の火曜日　10：00～ 11：30
�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、飲み物など

【1次試験】
　�日程／平成22年 7月 25日（日）　　�会場／宮城県自治会館（宮城県庁北側）ほか
　�内容／教養試験、一般性格診断検査、専門試験
【2次試験】
　�日程／平成22年 8月下旬ごろ　　�会場／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（火）～25日（金）まで（土・日曜日を除く）

【受付時間】
　8：30～ 17：15（総務課にて）　郵送の場合は、6月 25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

募 集

柴田町職員を募集します

募 集

子育てひろば“ゆるりん”

　おもしろ科学教室とみんなでキーマ
カレー作り！
�日時／6月19日（土）10：00～14：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学 1年生～ 6年生の児童
�募集人数／ 30人
�参加費／ 300円
�持ち物／筆記用具、エプロン、三角巾

募 集

ゆるりん学童クラブを開催します

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆ
　るりん　

アナログテレビ放送は、
2011 年 7 月 24 日で終了します

受　　験　　資　　格職務内容採用予定人員職種試験区分

昭和 61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 23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）

建築に関する専門的業務に従事1人程度建　築

昭和 56年 4月 2日以降に生まれた方で、保健師の資格を有
する方または平成 23年 3月末日までに資格を取得する方

一般的な保健師業務に従事1人程度保健師

昭和 61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 23年 3月末日までに資格を取得する方

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）
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募 集

硬式テニス教室

　太陽の村の料理教室は、技を磨くのに

最適です。家族や自分のためにチャレン

ジしてはいかがでしょうか。初心者の方

も大歓迎です。

�日時／ 6月 26日（土）9：30～ 12：00

�場所／柴田町太陽の村

�募集人数／ 10人

�参加費／ 2,000 円

�持ち物／エプロン、お持ち帰り用の容

器

�申込期限／ 6月 25日（金）

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　優しい音色のオカリナに触れてみませんか。会員も募集しています。

�日時・場所／
　○ 6月 2日（水）、10日（木）10：00～　　しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」
　○ 6月 9日（水）10：00～　　船岡駅コミュニティプラザ
　○ 6月 16日（水）、23日（水）、30日（水）10：00～　　しばたの郷土館

■申 ■問  オカリナサークル（高橋）　

　全国の新幹線網を紹介しながら、鉄道

模型の運転を体験します。今回は、東北

新幹線、東北線特急電車シリーズです。

(2 カ月に 1回の開催予定 )

�日時／ 6月 20日（日）
　10：00～ 12：00、13：00～ 15：00

�場所／船迫生涯学習センター
�持ち込み／Ｎゲージ模型の持参可能
�対象／幼児から大人まで（幼児は保護者同
　伴でお願いします）※参加は無料です

�申込期限／ 6月 15日（火）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

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

方はご連絡ください。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 24日（木）まで受け付けます。
�健診期間／6月 1日（火）～ 30日（水）まで
�対象／19歳～ 39歳の方　※年齢は平成23年 3月 31日現在
�健診内容／①基本的な健診の項目：診察、計測（身長、体重、腹囲、血圧）、検査（脂質、
　肝機能、ヘモグロビンA1c、尿、腎機能）

　②詳細な健診の項目（医師が必要と認めた方）：検査（貧血、心電図、眼底）※今年
　度から実施する詳細な健診の項目は、前年度の健診結果などを踏まえて医師が判断し実施します。

�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
�持ち物／受診通知書、自己負担料、尿容器、前年度健診結果通知書（お持ちの方）
�実施医療機関／

　

　

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

�開会日時／ 6月 4日（金）10：00（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／ 6月 4日（金）町政報告など
　　　　 7 日（月）～ 9日（水）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

　柴田町テニス協会が設立

されました。初心者、中級

者の方を対象に教室を開催

します。講師は日本テニス

協会公認の指導員が担当します。

�日時／6月20日（日）～7月25日（日）
　毎週日曜日（計 5回）13：30～ 15：30

�場所／入間田テニスコート
�募集人数／ 18歳以上の町民 15人
�参加費／ 1,500 円
�主催／柴田町テニス協会

■申 ■問  柴田町体育協会（スポーツ振興室内）
　� 55-2030

　骨粗しょう症検診を申し込まれた方に、

受診票を送付しました。当日は受診票が

ないと受診することができませんので、

受診票が届かなった方はご連絡ください。

なお、申し込まれていない方で受診を希

望される方は、6月 18日（金）までにお
申し込みください。当日、会場での申し

込みはできませんのでご注意ください。

�受付時間／第 1部　13：30～ 14：00
　　　　　　第 2部　14：00～ 14：30

�対象／ 40歳および 50歳の女性
※年齢は平成 23年 3月 31日現在

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

柴田町議会第 2回定例会
傍聴のご案内

参加者募集

太陽の村 男の料理教室
手ぬきうどん作り

東北新幹線全線開通記念
第 2回

Ｎゲージ（鉄道模型）運転会
を開催します

会　　場実施日

保健センター6月24日（木）

槻木生涯学習センター6月25日（金）

電話番号医療機関名電話番号医療機関名

55-1555仙南クリニック（要予約）56-1451乾医院（予約不要）

57-1231高沢外科・胃腸科（要予約）55-1702太田内科（予約不要）

56-1012玉渕医院（予約不要）
56-1441大沼胃腸科外科婦人科医院

（予約不要） 54-1034船岡今野病院（予約不要）

55-4103宮上クリニック（予約不要）
54-3755佐藤内科クリニック

（初めての方のみ要予約） 54-2316村川医院（要予約）

57-2310しばた協同クリニック（要予約）

募 集

オカリナ無料体験会



お知らせ版●6 第 653号

募 集

統計調査員を募集します
�日時／ 6月 12日（土）、26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／600円　　�対象／小学4年生以上　　�協力／柴田町トンボ玉愛好会

�日時／ 6月 23日（水）～ 10月 13日（水） の計 8回　10：00～ 11：30

�内容／芭蕉・西行法師・在原業平を中心に楽しむ講座です。

�募集人数／20人（先着順）　　�参加費／2,000円　　�申込期限／6月12日（土）

�日時／ 6月 11日（金）～ 13日（日）9：00～ 16：00（最終日は15：00まで）

�主催／柴田町盆遊会　

　茶道体験を通し、日本の伝統文化に触れてみませんか。

�日時／6月～9月の第2、第4土曜日 10：00～12：00　　�対象／幼児～中学生

�募集人数／10人　　�参加費／3,000円　　�申込期限／6月 10日（木）

　資料燻蒸のため、資料展示館・思源閣は、6月 11日（金）～14日（月）の期間、臨

時休館となります。

�日時／6月17日（木）13：00～16：00
�場所／役場第二会議室
�内容／相続、遺言、成年後見制度、契
　約など民事上の権利義務、そのほか家

　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。

�次回相談日／ 7月 15日（木）
宮城県行政書士会

http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所　� 59-3277

　平成22年10月1日に国勢調査が実施

されます。国勢調査など各種統計調査に

継続して従事してくださる方を募集しま

す。

�職務内容／調査票を配布（記入依頼）・
　回収し、点検して町などに提出

�応募資格／満 20歳以上で税務・警察・
　選挙などに直接関係のない方
※調査員は秘密保持が求められます。

�調査員登録／応募いただいた方は審査
　の上、調査員候補者として登録します。

　登録された方が必ず任命されるわけで

　はありません。

�報酬／調査の種類によって定められた
　報酬が支払われます。

�申込方法／履歴書を持参し、お申し込
　みください。

�申込期間／ 6月 8日（火）～ 11日（金）

■申 ■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　国民年金に加入している若年層（30歳未満）の方が、失業中や就業が困難のため

低所得にもかかわらず、一定以上の所得がある親（世帯主）と同居している場合には

申請免除に該当せず、未納となってしまうことを防ぐために「若年者納付猶予」とい

う制度があります。世帯主の所得にかかわらず本人および配偶者の所得が一定額以下

の場合には、保険料の納付が猶予され、年金の受給権が未納により失われることがな

いようにする制度です。

　若年者納付猶予に該当した期間は、年金を受け取るために必要な資格期間に含まれ

ます。老齢基礎年金を受け取るために必要な25年の期間のほか、不慮の事態が生じ

た場合、障害基礎年金や遺族基礎年金の対象になります。

　しかし、若年者納付猶予に該当した期間は、受給する年金額の計算には反映されま

せん。そこで、納付猶予期間について、10年の間に後払い（追納）ができるように

なります。就職した後など、納付できるようになったときは後払い（追納）すること

で、将来受け取る老齢基礎年金を減額されないようにすることができます。（承認を

受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付するときは経過期間に応じて、

当時の金額に加算額が上乗せされます。）

【お申し込みには申請が必要です】

　お住まいの市区町村の国民年金窓口に年金手帳を持参して申請してください。失業

による場合は特例がありますので、離職票または雇用保険受給資格者証をご用意くだ

さい。
※学生および任意加入被保険者の方は対象外です。
※学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用くださ
　い。

■問  日本年金機構大河原年金事務所　� 51-3113、健康推進課　� 55-2114

　どなたでも相談できます。相談は無料

です。

�日時／6月12日（土）14：00～16：00

�場所／オーガ（大河原駅前）

�内容／賃金不払い、首切り、多重債務、健

　康不安など生活全般の悩みに応えます。

一人で悩まず、まずはご相談ください。

■問  「仙南派遣村」実行委員会事務局
　� 55-3267

「古典入門」受講生募集

6月のトンボ玉体験会

第5回粋な文化展（盆栽・山野草・水石）展示会

柴田茶道子ども教室参加者追加募集

資料展示館・思源閣臨時休館のお知らせ

30歳未満を対象とした　　　　
　　　国民年金の猶予制度
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柴田さくらマラソン実行委員会への参加者募集

とっておきの広場 1周年記念コンサート
シンガーソングライター

小川ロン  こころのうた

　私たちは“地域と参加者との交流”を合言葉に、今までには無かった新しい企画を
加え楽しいイベントとして柴田さくらマラソンを復活させたいと考えています。また、
「住民自治によるまちづくり基本条例」の趣旨に基づき、住民が主体となり、行政を
はじめ多くの住民の方々、団体との協働により実施したいと考えています。皆さんも
私たちと一緒にイベントを作って行きませんか。柴田さくらマラソン実行委員会へぜ
ひご参加ください。
�実行委員会設立総会予定日／7月 4日（日）
※会場、時間については決まり次第連絡します。

�会費／500円（資料作成代、お茶代、会場費など…総会時に集めます）
【イベント概要】　○予定イベント名称：柴田さくらマラソン
�開催日時／平成23年4月中旬　　�会場／陸上自衛隊船岡駐屯地および白石川周辺
※実行委員会設立趣意書、参加申込書は役場まちづくり政策課のほか槻木事務所、「ゆる．ぷら」
　に設置しています。

■申 ■問  柴田の協働をすすめる会　昼間：（関）、（斎藤）
　　　　　　　　　　　　　　  夜間：（秋本）
　まちづくり政策課　� 54-2111（問い合わせのみ）

　子どもの火遊びによる火災のうち、ラ

イター起因であるものが半数以上にのぼ

り、かつ 5歳未満において死傷者発生率

が高いことが確認されておりますので、

幼い子どものいる家庭では取り扱いに十

分注意してください。

1．子どもの手の届くところにライター

　を置かない。

2．子どもにライターを触らせない。

3．子どもがライターで火遊びをしてい

　るのを見かけたら、すぐに注意して止

　めさせる。

4．理解できる年齢になったら、子ども

　に火の怖さを教える。

■問  消費者庁消費者安全課
　� 03-3507-9263

　講座のお知らせ　

　ゆるりぷらっと学びましょう「柴田町の歴史と生活文化」講座
�テーマ／「巴宇魯（パウロ）の碑って何？」～柴田町の自由民権運動～
�概要／槻木の葛岡に「巴宇魯（パウロ）の碑」と呼ばれている碑があります。
　明治25年に建てられた自由民権運動家の記念碑です。この碑からは日本の近
　代化のさまざまな場面を読み取ることができ、柴田町の自由民権運動の背景を
　学びます。
�日時／全2回　第 1章　6月 16日（水）14：00～ 15：00
　　　　　　　　第2章　6月 30日（水）14：00～ 15：00
�対象／どなたでも受講できます　�募集人数／20人（先着順）　�参加費／無料
�申込期限／6月 12日（土）まで、「ゆる．ぷら」まで電話でお申し込みください。

■申 ■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　FAX86-3641　Eメール：yurupura@ji.jet.ne.jp
　まちづくり政策課　� 54-2111

　素朴で心温まるコンサートです。優し

い気持ちになれます。

�日時／ 6月 12日（土）13：30～
�場所／北船岡集会所（北船岡 2丁目 9-1）
�入場料／ 300円

■問  とっておきの広場（岡崎）
　

　平成 23年 3月新規高等学校卒業予定
者を募集する求人の受け付けが、6月20
日（20日は日曜で安定所閉庁日のため
21日）から開始となります。
　百年に一度といわれる不況の影響によ
り、採用に慎重な企業が見られるなど、
高校生を取り巻く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、採用枠の拡大
と早期の求人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（公共職業安定所）
　求人・専門援助部門
　� 53-1042　� 52-3989

　全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が昭和24年 6月 1日に施行された
ことを記念し、6月 1日を「人権擁護委員の日」と定めています。これに伴い、大河
原人権擁護委員協議会では、下記により「特設人権相談所」を開設します。相談は無
料、秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。

　

■問  大河原人権擁護委員協議会（仙台法務局大河原支局内）　� 52-6053

「ゆる．ぷら」は午前10時～午後6時まで開館しています。
また、6月の休館日は毎週月曜日です。

開　設　場　所相談時間開設日

大河原町中央公民館10：00～ 15：006月 3日（木）

白石市中央公民館10：00～ 15：006月 5日（土）

角田駅コミュニティープラザ（オークプラザ）09：00～ 15：006月 7日（月）

丸森町町民センター09：00～ 12：006月 9日（水）



お知らせ版 第653号●8

※ 1歳 6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳 6か月児健康診査を受ける方は、歯ブラシとタオルをお持ちください。

※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
6/2（水）

13：00～ 15：00本多（修）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 22年 1月生まれの方4か月児健康診査3（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 20年 11月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）4（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付9（水）

  9：15～   9：45平成 21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）

11（金）

12：45～ 13：15小屋先生平成 20年 2月生まれの方
2歳児歯科健康診査（フッ素塗布希望
者は調査票をお持ちください）

15（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
16（水）

12：45～ 13：15曽我先生、小田部先生平成 18年 12月生まれの方3歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）

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）17（木）

  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）

21（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付23（水）
  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伊藤先生平成 22年 2月生まれの方4か月児健康診査7/1（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 20年 12月生まれの方1歳 6か月児健康診査（歯ブラシ持参）2（金）
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）6（火）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

7（水）
13：00～ 15：00本多（修）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 21年 7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～ 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）

12（月）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

52-2533大河原後藤歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-5503村　田町南診療所6/6

83-2419村　田榊原歯科医院51-1502大河原大河原整形外科クリニック83-2088村　田山田医院13

56-5112槻　木さとう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院53-5151大河原さくら内科消化器科20

55-0970船　岡船岡中央歯科医院83-2172村　田善積医院57-2310船　岡しばた協同クリニック27

83-6480村　田前田歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院52-1058大河原日下内科医院7/4

57-1711船　岡玉野井歯科医院52-3115大河原かわち医院55-1702船　岡太田内科11

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　妊娠おめでとうございます！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 18日（金）9：30～ 11：40　　　�受付時間／9：00～ 9：20
�場所／保健センター1階　　　�持ち物／母子健康手帳、筆記用具
�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！


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

