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　子育て支援センターは、柴田町在住

の子育て親子ならどなたでも自由に利

用できる交流の場です。引っ越してき

た方、お子さんとの遊び場を探してい

る方、ぜひご利用ください。スタッフ

による遊びの提供や子育て相談なども

実施しています。

�開放日／月曜日～土曜日
　　　　（祝祭日、年末年始は除く）

�時間／ 9：00～ 17：00
　（土曜日は 9：00～ 12：00）

■問  子育て支援センターるんるん（船迫
　児童館内）　� 54-4040

～子育て支援センターに　　
　　遊びにきませんか？～ 　太陽の村にある望遠鏡で夏の星座と金

星・土星・火星を観察します。ぜひご家

族でお越しください。

�日時／7月27日（火）19：30～20：30

�場所／柴田町太陽の村
※時間内自由参加、無料（天候不良時は中止します）
※足元が暗いので懐中電灯を持参ください。

�協力／柴田町星を見る会

■問  槻木生涯学習センター  � 56-1997

　子宮がん検診が 7月 31日（土）まで実

施されています。受診票が届いている方

はお早めに受診してください。

　健康保険証が変わったことにより自己

負担料が変更になる場合は、あらかじめ

健康推進課にて手続きをお願いします。

�対象／町内に住所を有する20歳以上の

　女性（年齢は平成 23年 3月 31日現在）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

■問 ザ・フェスティバル inしばた実行委員会事務局（柴田町商工会） ザ・フェスティバル inしばた実行委員会事務局（柴田町商工会）　�� 54-220754-2207

夏の星座と
金星・土星・火星を
見つけよう
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　貝殻をちりばめた、かわいい鏡を作り

ませんか。

�日時／ 7月 24日（土）9：30～ 11：30

�場所／船岡公民館

�対象／小学生またはその親子

�募集人数／ 20組（先着順）

�参加費／ 1,000 円

�持ち物／ピンセット、おしぼり、空箱

　（20cm四方）

�申込期限／ 7月 22日（木）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　タイルを使ってフォトフレームをきれ

いに装飾します。

�日時／8月11日（水）13：30～16：00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／小学生（低学年児童は親子で参加）

�募集人数／ 15人（先着順）

�参加費／ 1,000 円

�申込期限／ 7月 30日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　竹を使って音色の出る笛を作ります。

�日時／8月18日（水）13：30～16：00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／小学生（低学年児童は親子で参加）

�募集人数／ 15人（先着順）

�参加費／ 100円

�申込期限／ 7月 30日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　竹細工で水てっぽうを作って昔遊びを

楽しみませんか。

�日時／ 8月 7日（土）10：00～ 11：30

�場所／西住公民館

�対象／小学生の親子

�募集人数／ 8組（先着順）

�参加費／ 無料

�持ち物／日本手ぬぐいまたは綿製の古

　着・ハンカチ

�申込期限／ 7月 31日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　170インチの大型スクリーンで迫力

のある映画を上映します。ぜひ親子・お

友達とお越しください。参加は無料です。

�日時／ 8月 4日（水）10：00～
※時間内の出入りは自由にできます。

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／幼児～小学生

�上映作品／星座の観察（12分）、しま

　しまとらのしまじろうの交通安全（15

　分）、名探偵コナンクイズ形式で学べ

　る防犯ガイド（26分）

■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520

　170インチの大型スクリーンと迫力

ある音響で映画館のような雰囲気をみん

なで楽しもう。参加は無料です。

�日時／ 7月 23日（金）

　午前の部10：00～　午後の部13：30～

�場所／船迫生涯学習センター

�対象／幼児～小学生（幼児は保護者同

　伴でお願いします）

�上映作品／午前の部：「水の事故と安

　全」、アニメ「ATOM（アトム）」　午後

　の部：「水の事故と安全」、アニメ「カ

　ールじいさんの空飛ぶ家」

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　日本伝統の茶道を身近に感じてもらえ

る「七夕茶会」を夏休みに開催します。和

室での作法を学びながら楽しく体験して

みませんか。

�日時／ 7月 29日（木）、8月 5日（木）

　13：00～ 15：00の 2回コース

�場所／船迫生涯学習センター

�対象／町内小学生

�募集人数／ 15人

�参加費／実費（お茶・菓子代 2 回で

　1,000 円）

�講師／高橋会子氏（茶道裏千家準教授）

�申込期限／ 7月 24日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　“子どもが日常生活において気をつけ

ること”を題材にした視聴覚教材を大型

スクリーンで上映します。ぜひ親子でお

越しいただき、お子さまの学習にお役立

てください。参加は無料です。

�日時／ 7月 24日（土）

　1回目　10：00～、2回目　13：30～
※時間内の出入りは自由にできます。

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／幼児～小学校低学年の児童と親

�上映作品／ひとりのときがあぶない！

　（ゆうかい・つれさりにあわない）、ど

　うぶつ村のワールドカップ（よい子の

　こうつうあんぜん）、アザラシタマち

　ゃんの火の用心ほか

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　宮城県図書館所蔵の児童図書 300冊、

日本の絵本・児童文学・外国の絵本など

を展示します。ぜひお越しください。

�期間／ 8月 11日（水）～ 24日（火）
　　　　9：00～ 17：00（休館日を除く）

�場所／槻木生涯学習センター

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

�日時／8月22日（日）10：00～16：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／野外ライヴやフリーマーケット、
　屋台など

■問  太陽・自然・人 in しばた実行委員会
　（舟山）　

募 集

夏休みチャレンジ工作

オリジナルの鏡づくり

募 集

夏休みこども工作教室

タイルでフォトフレームを
デコレーション

募 集

夏休みチャレンジ工作

竹細工教室

募 集

夏休み体験茶会

大型スクリーンで見る

夏休み映画会

大きなスクリーンで学ぶ

キッズライフ

募 集

夏休みこども工作教室

竹でうぐいす笛を作ろう

夏休み子ども映画会

第10回

バンドフェスタ in しばた

子どもの本
移動展示会
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　介護保険料を年金天引き（特別徴収）により納めていただいている方は、年6回あ
る納期の前半（4月・6月・8月）を仮徴収、後半（10月・12月・翌年 2月）を本
徴収として納付しています。仮徴収の期間は原則として前年度の2月の天引き額と同
額を納めていただき、本徴収では前年の所得などに応じて決定された年間保険料額か
ら、仮徴収額を差し引いた残りの額を3回で納付いただいておりました。しかし、こ
の納付の方法だと、所得の変動などで保険料額が増額（減額）された方は年度の前半
（仮徴収）と後半（本徴収）で納付額の差が生じ、その納付額の差は翌年度以降も継
続されてしまいます。

�日時／平成 23年 1月 9日（日）
　10：00～

�場所／船岡小学校体育館
　柴田町内にお住まいの新成人の皆さま

への式典案内状は、郵送にてお届けしま

す。なお、町内に住所のない方で、柴田

町の成人式に出席を希望される方は、

11月 26日（金）までにご連絡ください。

●成人式実行委員募集！
　柴田町では、平成 23年成人式を思い

出に残る式典になるよう一緒に作り上げ、

盛り上げてもらえる新成人の方を募集し

ています。一生に一度しかない人生の門

出づくりに参加してみませんか。やる気

のある新成人の方、新成人でなくても有

志として成人式の企画・運営に携わって

いただける方、ぜひご応募ください！

 実行委員会
�日時／ 9～ 12月の平日、19：30頃か
　ら数回開催予定

�募集人数／ 10人程度
�申込期限／ 8月 27日（金）

●発表者募集！～20歳のメッセージ～
　成人式の式典で「抱負」「将来の夢」など、

新成人としての想いを、新成人を代表し

て発表してくださる方を募集しています。

�募集人数／ 2人
�応募方法／新成人としての「抱負」「夢」
　などを 1,000 字以内にまとめて提出

　（住所、氏名、生年月日、電話番号を明

　記）。郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、持参の

　いずれでも可。

�応募期限／ 11月 5日（金）
�選考方法／提出された作文をもとに選
　考します。選考結果は通知をもってお

　知らせします。

■申 ■問  生涯学習課  � 55-2135  � 55-2132
　Eメール：social-edu@town.shibata.miyagi.jp

平成 23年成人式

　お子さんと一緒に、月齢に合った離乳
食を味わってみませんか。
�日時／ 8月 2日（月）10：00～ 11：30
�受付時間／ 10：00～ 10：15
�場所／保健センター 2階
�内容／離乳食講話および試食、家庭教
　育講話、個別相談（希望者）
�募集人数／生後 5～ 10か月の乳児と
　保護者 15組
�申込期限／ 7月 26日（月）

■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／8月31日（火）10：00～15：00

�場所／県仙南保健福祉事務所

�申込期限／ 8月 17日（火）

■予 ■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／7月31日（土）14：00～16：30
�場所／マックスバリュ柴田店駐車場
�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

募 集

にこにこマンマ離乳食

今年度より介護保険料の
特別徴収額を平準化します

　このような納付額の差をできるだけ均等にする（平準化）ために、今年度より前年
の所得状況などを基に8月の仮徴収額を変更することとしました。そのため、今年度
からの介護保険料は4月、6月を前年度の2月の天引き額と同額を納めていただき、
年間の保険料額から4月、6月で納付した額を差し引いた残りの額を8月以降の4回
で均等に納付いただくこととなります。なお、この変更により年間保険料額が変わる
ことはありません。

　今年度の年間保険料額および納期ごとの特別徴収額は7月下旬に送付する「介護保
険料額決定通知書」（はがき）にてお知らせいたしますのでご確認ください。

■問  福祉課　� 55-2159

例：前年度の2月納付額が3,400円だった人が年間保険料40,800円（第 4段階）と決定された場合

翌　　年　　度本　　　年　　　度昨年度

10月8月6月4月2月12月10月8月6月4月H22.2

3,40010,20010,20010,20010,20010,20010,2003,4003,4003,4003,400

本徴収����� 仮徴収 ���������� 本徴収 ���������� 仮徴収 �����

⇒次年度は仮徴収額（前半）が大きく、本
　徴収額（後半）が小さくなる。この前
　半と後半の差が年度ごとに繰り返し
　いつまでも解消されない。

�������������
年間額から4月・6月・8月
納付分を差し引いた残額　　

�������������
前年度2月と同額

◆このケースの場合、期別ご
との最大差は6,800円 

例のケースを今年度から平準化した場合

翌　　年　　度本　　　年　　　度昨年度

10月8月6月4月2月12月10月8月6月4月H22.2

6,1005,9008,5008,5008,5008,5008,5008,5003,4003,4003,400

本徴収����� 仮徴収 ���������� 本徴収 ���������� 仮徴収 �����

⇒次年度以降は保険料改定や所得段階
　の変更がなければ、期別ごとの納付額
　の差は徐々になくなっていく。
※100円未満の端数は10月にまとめられます。

���������������
年間額から4月・6月　
納付分を差し引いた残額

�������
前年度2月と同額

◆期別ごとの最大差は
5,100円に軽減

65歳以上で介護保険料を
年金から天引き（特別徴収）
されている皆さまへ
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募 集

宮城県共同募金会

平成 22年度募金による平成 23年度配分申請のご案内
　「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会」の実現に向けて、住民の自主的参

加・協力により地域のさまざまな今日的福祉ニーズに対応して、問題や課題を先取り

していくような先駆的な福祉活動を支援するとともに、地域住民の自発的な募金活動

の拡大を目的とします。

�配分内容（平成22年度募金による平成23年度事業への配分）

【安心・安全な生活支援事業】
○住民団体・ＮＰＯ・ボランティア団体活動支援事業

　対象事業：高齢者、障害者、地域福祉の支援を要する方の見守り・傾聴相談・買

　　　　　　い物・食事・移動などの支援

○町内会活動支援事業

　対象事業：町内会の取り組む安心・安全なまちづくり支援事業

　　　　　　（例：防災訓練実施経費、防災用資機材の整備）

　助成額に関して、住民団体・ＮＰＯ・ボランティア団体活動支援事業は、おおむね

中学校区規模を1単位とし、30万円を上限とする。町内会活動支援事業は1町内会

1事業につき 25万円を上限とします。

【赤い羽根チャイルド大使育成事業】
○小中学校児童生徒を対象とする子供育成会・ＰＴＡ・ＮＰＯ・ボランティア団体

　など支援事業

　対象事業：社会奉仕体験活動としての講座や実践活動・赤い羽根チャイルド大使

　　　　　　芸術祭・地域に根ざす伝統文化の継承活動

　助成額に関しては、1団体につき 30万円を上限とし、2カ年継続が原則です。

�募集期間／柴田町共同募金委員会（柴田町社会福祉協議会）に8月 13日（金）まで
　提出ください。申請用紙は、宮城県共同募金会のホームページからダウンロードで

　きます。http://www.akaihane-miyagi.or.jp/

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

　平成20年度から平成24年度までの5
年間、中学 1年生に相当する方（3期）
と高校 3年生に相当する方（4期）に 2
回目の麻しん風しん予防接種を実施して
います。実施期間は平成23年3月31日
までですが、期間を過ぎた後の接種費用
は全額自己負担（約 1万円）となります。
秋以降はインフルエンザ予防接種や風邪
などの体調不良で見合わせる機会が増え
ます。まだ受けていない方は夏休み中に
受けましょう。
　1歳のお子さん（1期）と小学校に入
る 1年前のお子さん（2期）も早めに麻
しん風しん予防接種を受けましょう。
　なお、2期 3期 4期の対象者で3月中
旬以降に転入された方や4月以降に接種
済みで転入された方は、下記までご連絡
ください。

■問  健康推進課　� 55-2160

　アルコールに関連するさまざまな問
題を抱えて悩んでいる本人、家族、関
係者の方および嗜癖問題を抱えている
方やＡＣ（機能不全家族）の方を対象
に精神保健相談員による相談を実施し
ます。（要予約）
�日時／8月6日（金）13：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

　思春期の悩みを抱えている本人、家

族、関係者の方を対象に精神科医・精

神保健相談員による相談を実施します。

お気軽にご相談ください。（要予約）

�日時／8月20日（金）、26日（木）
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
 　母子・障害班　� 53-3132

　帰省でお住まいを離れる際など、水道

のメーターボックスの中にある水抜栓を

手動で開け閉めする場合、水抜栓を全開

または全閉の状態にしないと水が漏れて

メーターが回り、水道料金がかかります。

水抜栓はそれ以上回らなくなるまでバル

ブを回し、確実に開け閉めを行いましょ

う。

■問  上下水道課　� 55-2119

　介護者同士、お茶を飲みながら気楽に

おしゃべりしませんか。事前申し込みは

不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／ 8月 4日（水）13：30～ 15：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 100円（お茶菓子代）

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

�日時／ 8月 1日（日）10：00～ 14：30
　　　　※雨天決行

�場所／槻木生涯学習センター
�内容／ステージ発表、模擬店、フリー
　マーケット、古着市、はらから各施設

　授産品販売、お楽しみ抽選会

■問  はらから会　� 58-3446

　先の大戦において、外地など（事変地

の区域または戦地の区域）に派遣され、

戦時衛生勤務に従事された旧日本赤十字

社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護婦

の方（慰労給付金受給者は除く）に対し

て、そのご苦労に報いるため内閣総理大

臣名の書状を贈呈しております。詳しく

は下記お問い合わせ先までご連絡くださ

い。ご本人またはご家族などからのご連

絡をお待ちしております。

�請求期限／平成 23年 3月 31日（木）

■問  総務省大臣官房総務課管理室業務担
　当　� 03-5253-5182
　〒100-8926東京都千代田区霞が関2-1-2

水水水水水水水水水水抜抜抜抜抜抜抜抜抜抜栓栓栓栓栓栓栓栓栓栓水抜栓ののののののののののの開開開開開開開開開開閉閉閉閉閉閉閉閉閉閉開閉ははははははははははは確確確確確確確確確確実実実実実実実実実実にににににににににに！！！！！！！！！！確実に！

第 8回はらから祭り



お知らせ版 ●5第 656号

　柴田町の特産品である菊を、お盆の時期に合わせ予約販売いたします。

�予約期間／ 7月 20日～ 8月 3日の火・木・土曜日10：00～ 13：00（ふ ･う ･ど営業日）

�販売日／8月 10日（火）、12日（木）、14日（土）9：00～ 13：00（ご希望日をお選びください）

�販売場所／農産物直売所（ＪＡみやぎ仙南本店構内）

�価格／大菊、混合（大菊と小菊の混合）各1,000円、小菊　500円

■予 ■問  産直会ふ ･う ･ど　� 080-1830-1658（営業日：火・木・土曜日9：00～ 13：00 ）

■槻木生涯学習センター　� 56-1997

 児童図書 　○給食番長（よしながこうた）○つりばしゆらゆら（もりやまみやこ）○つづきの図書館（柏葉幸子）○だじゃれ日

本一周（長谷川義史）○せいかつ図鑑（流田直）○昆虫の迷路（香川元太郎）

 一般図書 　○宇宙主夫日記（山崎大地）○くじけないで（柴田トヨ）○「横審の魔女」と呼ばれて（内館牧子）○ちいさな言葉

（俵万智）○神様のカルテ（夏川草介）○裁判員　もうひとつの評議（小杉健治）○宇宙137億年の歴史 (佐藤勝彦 )○ぼくは 12

歳、路上で暮らしはじめたわけ。（ドミニク・レギュイエ）○20歳のときに知っておきたかったこと（ティナ・シーリグ）○15

歳の日本語上達法（金田一秀穂）○幸せを呼び込む育児の言葉（ふくだ友子）○年金で安心して最期まで暮らせる住まい（栗原道

子）○介護保険は老いを守るか（沖藤典子）○定年進学のすすめ（花岡正樹）○生前準備の基礎知識（本田桂子）○さらりと返せ

る、大人のメール表現334（神垣あゆみ）○禁煙ごはん（阿部眞弓）○お年寄りのためのひとり分料理（佐伯知美）○リーダーの

器は「人間力」で決まる（吉田寿）○正社員になりたい！フリーターのための本（フリーター就職問題研究会）○毛髪で縫った曼

荼羅（日沖敦子）○地域づくり論（大川健司）○グリーン・エコライフ（進土五十八）○ジョンレノンが愛した森　夏目漱石が癒

された森（上原厳）○宮城歴史探訪ウォーキング（仙台歴史探見倶楽部）○はじめての庭づくり　○ＤＩＹで挑戦！ガーデンエク

ステリア　○はじめてのふろしきと手ぬぐい（日本ふろしき協会）

■農村環境改善センター　� 56-4777

 児童図書 　○木のなまえノート（いわさゆうこ）○ばけねこレストラン（松谷みよ子）○幽霊屋敷レストラン（松谷みよ子）

 一般図書 　○農家が教える便利な農具・道具たち（農文協編）○日本の山菜100超！（加藤真也）○山歩きの基本がわかる本

（川名匡）○農産物直売所（関満博）○田園漂流（河北新報社）○究極の田んぼ（岩澤信夫）○限界集落と地域再生（大野晃）○百

の花物語（高橋静香）○食と農を学ぶ人のために（杉村和彦）○奥州三十三観音の旅（河北新報出版センター）

■船迫生涯学習センター　� 57-2011

 児童図書 　○カンガルーママのすてきなポケット（二宮由紀子）○ぐりとぐらのおまじない（なかがわりえこ）○ぐりとぐらの

しりとりうた（なかがわりえこ）○もったいないばあさんがくるよ！（真珠まりこ）○もったいないばあさん　もったいないこと

してないかい？（真珠まりこ）○もったいないばあさんのいただきます（真珠まりこ）○ことりようちえんのいちねんかん（たか

てらかよ）○ぼく、仮面ライダーになる！（のぶみ）○3歳からのはじめてのおりがみ（築地製作所）○ほんとのおおきさ水族館

（小宮輝之）○もっとほんとのおおきさ動物園（小宮輝之）

 一般図書 　○天地明察（沖方丁）○存在の美しい哀しみ（小池真理子）○オープン・セサミ（久保寺健彦）○夜行観覧車（湊か

なえ）○小暮写真館（宮部みゆき）○オー！ファーザー（伊坂幸太郎）○モラトリアムな季節（熊谷達也）○終点のあの子（柚木

麻子）

■船迫公民館　� 56-5128

 児童図書 　○ダレン・シャン外伝（ダレン・シャン）○デモナータ＜10幕＞地獄の英雄たち（ダレン・シャン）○都会のトム＆

ソーヤ＜7＞怪人は夢に舞う（はやみねかおる）○一期一会　スキだから。（粟生こずえ）○一期一会　ちょっとの勇気。（粟生こ

ずえ）○一期一会　伝えたいコト。（粟生こずえ）○一期一会　信じるキモチ。（粟生こずえ）○一期一会　運命ってヤツ。（粟生こ

ずえ）○一期一会　一生の友だち。（粟生こずえ）○一期一会　世界一のスキ。（粟生こずえ）○一期一会　世界一の仲間。（粟生こ

ずえ）○かいけつゾロリきょうふのちょうとっきゅう（原ゆたか）○かいけつゾロリきょうふのようかいえんそく（原ゆたか）

 一般図書 　○ 1Q84　BOOK3（村上春樹）○ゲゲゲの女房―人生は…終わりよければ、すべてよし！！（武良布枝）○神去なあ

なあ日常（三浦しをん）○カッコウの卵は誰のもの（東野圭吾）○日本人の知らない日本語＜2＞（蛇蔵　海野凪子）

産直会ふ・う・ど　お盆用の菊ご予約承ります！
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�採用職種・採用予定人員・受験資格／

�試験日・場所／

　夏の暑さを吹き飛ばすために、地域の

方々と一緒に盛り上がりたいと思います。

　そこで、地域の方々に、カラオケや踊

り、バンドなど何でも結構ですので、ご

参加いただける方は 7月 23日（金）まで、

ご連絡ください。

�日時／ 8月 7日（土）16：00～ 19：00
�場所／多機能型地域ケアホームつきのき
　　　　（住所：柴田町槻木上町 1丁目）

■問  ケアホームつきのき（遠藤・岩佐）
　� 56-6661

　海上保安庁では、平成23年 4月に採用する海上保安大学校・海上保安学校の学生

を募集します。入学と同時に海上保安庁職員に採用されます。

　あなたも素朴ですてきな音色を聴き、

奏でてみませんか。

�日時・場所／
○ 7月 21日（水）10：00～
　しばたまち交流ひろば「ゆる．ぷら」

○ 7月 27日（火）14：30～
　第 15区集会所

○ 7月 28日（水）10：00～
　船岡生涯学習センター

○ 8月 3日（火）14：30～
　船岡公民館

○ 8月 4日（水）10：00～
　西住公民館

■申 ■問  オカリナサークル（高橋）
　

　柴田郡内の 4町合同で、高齢者虐待と

消費者被害についての講演会を行います。

高齢者の身近な問題を弁護士が分かりや

すく紹介します。参加は無料です。

�日時／7月23日（金）13：30～15：30
�場所／川崎町山村開発センター（川崎
　町役場庁舎隣）川崎町大字前川字裏丁

　175-1）

�内容／高齢者虐待についての講話と寸劇
�講師／小幡佳緒里氏（弁護士）
　　　　大橋洋介氏（弁護士）

�対象／参加したい方ならどなたでも
�募集人数／ 100人程度（申込不要）

■問  柴田町地域包括支援センター
　� 86-3340

募 集

みやぎ県南中核病院職員募集

募 集

海上保安大学校・海上保安学校学生募集

■問  海上保安学校宮城分校　�0223-24-2338　〒989-2421岩沼市下野郷字北長沼4

海上保安学校海上保安大学校

郵送または持参：
  7 月 20日（火）～ 8月 3日（火）※消印有効

郵送または持参：
  8 月 26日（木）～ 9月 7日（火）※消印有効

受付
期間

昭和62年 4月 2日以降に生まれた方平成 2年 4月 2日以降に生まれた方

受験
資格

（1）高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した方および来春卒業見込みの方
（2）高等専門学校の第 3学年の課程を修了した方および来春修了見込みの方
（3）高等学校卒業程度認定試験（廃止前の大学入学資格検定を含む）に合格した方
　　など人事院が（1）に掲げる方と同等の資格があると認める方

○船舶運航システム課程：約 110人
○航空課程：約 10人
○情報システム課程：約 40人
○海洋科学課程：約 10人

約 45人
採用
予定
人数

第1次：9月 26日（日）第 1次：10月 30日（土）、31日（日）試験日

塩釜市、盛岡市、秋田市、青森市など全国 39箇所試験地

�試験方法／第1次試験：適性検査、作文試験
　　　　　　第2次試験：人物試験（面接）、健康審査

　　　　　　身上調査：受験資格の有無および申込記載事項の真否について調査します。

�受付期間／8月 18日（水）までの8：30～ 17：00（土・日・祝日除く）
　　　　　　※郵便の場合は締切日の17：00まで到着したものに限り受け付けます。

�採用予定日／平成23年 4月 1日
　　　　　　※ただし、助産師・看護師、臨床検査技師、医療情報技師、診療情報管理士の各資
　　　　　　　格を有する方は「平成22年 11月 1日」の予定です。

■申 ■問  みやぎ県南中核病院事務部総務課（2階管理部門）　� 51-5500
　〒 989-1253  大河原町字西38-1

第 2次試験第 1次試験区　分

9月中旬頃8月 28日（土）日　時

第 1次試験合格者に通知します。みやぎ県南中核病院 2階講堂場　所

受　験　資　格採用予定職種

助産師もしくは看護師の資格を有する方または平
成 23年 3月末日までに資格取得する見込みの方30人程度助産師・看護師

言語聴覚士の資格を有する方で3年以上の経験年数
を有する方1人言語聴覚士

昭和55年 4月 2日以降に生まれた方で臨床検査技
師の資格を有する方1人臨床検査技師

（生理検査）

薬剤師の資格を有する方または平成 23年 3月末日
までに資格取得する見込みの方1人薬剤師

医療情報技師の資格を有する方または平成 23年 3
月末日までに資格取得する見込みの方1人医療情報技師

診療情報管理士の資格を有する方または平成 23年
3月末日までに資格取得する見込みの方1人診療情報管理士

参加者募集！

ケアホームつきのき

夕涼み会

募 集

オカリナ無料体験会

募 集

高齢者権利擁護講演会

「高齢者虐待と消費者被害」
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募 集

蔵王男子厨房に入ろう会
8月例会

リバーサイドブラス in2010
岩沼・白石・亘理・柴田
2市 2町吹奏楽合同演奏会

　平成22年度予算説明書「よくわかる町の仕事と予算」の97ページ「特別職の報

酬」に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

�日時／ 8月 14日（土）17：00～

�場所／白石中央公民館

�内容／アクアパッチョ、サッパリおろ

　しそうめん、桃スイーツを作ります。

�参加費／ 2,000 円

�持ち物／ハンカチ、タオル、筆記用具

�申込期限／ 8月 7日（土）

■申 ■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

　県南の吹奏楽愛好者が集い、吹奏楽の

振興と市町を超えた広域文化活動（阿武

隈文化）として、子どもから大人まで楽

しめる演奏会を開催し、今年で 21回目

を迎えます。ぜひお越しください。

�日時／ 7月 4日（日）14：00～

�会場／岩沼市民会館

�入場料／前売り券400円、当日券600円
※岩沼市民会館のみで販売。小学生以下無料

■問  岩沼市民会館　� 0223-23-3450

　ＮＴＴ東日本宮城支店では、平成 22

年 8月中に順次、新しい電話帳を各ご家

庭・事業所へお届けします。その際、現

在お使いの電話帳は、新しい電話帳とお

取り替えいたしますので、配達員へお渡

しください。ＮＴＴでは、地球環境保護

として、回収した古い電話帳から新しい

電話帳を作る「電話帳循環型リサイクル」

を行っています。なお、ご不在などで配

達員に古い電話帳を渡せなかった場合、

後日改めて回収に伺いますので、下記

「タウンページセンタ」までご連絡くだ

さい。お届けする電話帳の変更や配達冊

数の変更につきましても、タウンページ

センタまでご連絡ください。

■問  タウンページセンタ
　� 0120-506-309

募 集

仙南地域広域行政事務組合職員募集

　平成21年 4月から 1年間にわたり緊急経済対策として「臨時職員の緊急雇用の財源
を生み出すため」町長10％、副町長7％、教育長5％の月額報酬の減額を行いました。ま
た、平成21年 12月からは条例改正により月額報酬が減額されております。

（1）

（2）副町長現行月額のH21年度仙南 2市 7町平均　

　　　　　　誤）585,101　　正）587,344

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

正）誤）
区　　　　分 柴田町

22年 4月
柴田町
22年 4月

911,000916,000条例規定
町　長

911,00010％減　824,400現行月額
706,000709,000条例規定

副町長
706,0007％減　659,370現行月額
389,000390,000条例規定

議　長
389,000390,000現行月額
331,000332,000条例規定

副議長
331,000332,000現行月額
315,000316,000条例規定

議　員
315,000316,000現行月額

�試験区分・職種・採用予定人員／

�受験資格／

【1次試験】　�日時／ 9月 19日（日）10：00～
�場所／仙南地域広域行政事務組合総合庁舎3階会議室（大河原町）
�内容／教養・適性検査・作文試験

【2次試験】　第1次試験合格者に通知します。
【申込方法】　（1）仙南地域広域行政事務組合総務課から所定の申込用紙の交付を受
　　　　　　　　けて申し込む。

　　　　　　　（2）仙南地域広域行政事務組合ホームページから申込用紙をダウンロ

　　　　　　　　ードして申し込む。

【受付期間】　7月 12日（月）～ 8月 16日（月）※郵送の場合、8月 16日（月）の消印有効

■申 ■問  仙南地域広域行政事務組合総務課　� 52-2628

採用予定人員職　　　　種試験区分

若  干  名

行　政（救急救命士）
初　級

（高校卒業程度）
消　防（救急救命士）

消　防（救急救命士）

受　　験　　資　　格職　種

昭和 62年 4月 2日から平成 5年 4月 1日までに生まれた方行　　政

昭和 62年 4月 2日から平成 5年 4月 1日までに生まれた方で、
平成 23年 3月末日までに普通自動車以上の運転免許（オートマ
チック車限定を除く）を取得可能な方

消　　防

昭和 57年 4月 2日から平成 3年 4月 1日までに生まれた方で、
平成 23年 3月末日までに普通自動車以上の運転免許（オートマ
チック車限定を除く）を取得可能な方、かつ、救急救命士の資格
を有する方または平成 23年 4月末日までに取得見込みの方

消　　防
（救急救命士）

お 詫 び と 訂 正お 詫 び と 訂 正
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主な行事日学　校

ＰＴＡ奉仕作業21船岡小学校
� 55-1064

夏休み作品展28～9/1

夏休み作品展27～30槻木小学校
� 56-1029

身体計測31

ＰＴＡ奉仕作業28
柴田小学校
� 56-1430

身体測定（高学年）27船迫小学校
� 55-5394

身体測定（中学年）30

身体測定（低学年）31

環境整備作業22西住小学校
� 53-3227

夏休み作品展31～9/3

ＰＴＡ奉仕作業21東船岡小学校
� 55-1811

夏休み作品展30～9/3

親子奉仕作業22船岡中学校
� 55-1162

実力考査30

ＰＴＡ親子レクリ
エーション大会

1槻木中学校
� 56-1331

少年の主張仙南大会27

ＰＴＡ親子奉仕作業28

課題テスト30

ＰＴＡ親子奉仕作業22船迫中学校
� 54-1225

実力テスト27

始業式26小中学校共通

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

ひまわり市民農園

ラベンダー摘み取り会

　「カニは好きですか」「市場の売れ残りを特価で販売する」などと電話がかかってきて、

強引に契約させられてしまった、断ったのに商品が届いた、届いた商品が粗末な内容

だった、という相談が県の消費生活センターに寄せられています。解約しようとする

と、業者がクーリングオフに応じないなど悪質な販売方法になっています。特に高齢

者の被害が急増していますので、必要がなければはっきりと断りましょう。また、購

入に際しては業者名や所在などの確認が大切です。トラブルにあったら、すぐに下記

に相談してください。

■問  宮城県消費生活センター  �022-261-5161、町民環境課消費生活相談  �55-2113

　入間田地区「ひまわり市民農園」には、

200株ほどのラベンダーが栽培されて

います。夏の山々に囲まれた農園のラベ

ンダー畑は一面が紫色。ぜひご家族でお

越しください。

�日時／ 7月 17日（土）、18日（日）
　10：00～ 15：00

�場所／ひまわり市民農園（入間田）
�費用／摘み取り用袋 1枚につき 300円
�持ち物／花はさみ
※当日の入園者が 100人を超えた場合は、入
　園の制限をさせていただきます。

■問  ひまわり市民農園（高橋） 
　農政課　� 55-2122

　食農教育活動の一環として、「食と農」

のつながりを学ぶいも掘りを実施します。

太陽の村の畑で育んだじゃがいもの収穫

に親子でチャレンジしてみませんか？参

加は無料です。

�日時／7月31日（土）10：00～12：00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／小学生以下の親子 20組
�持ち物／長靴、軍手、汚れてもよい服装
�申込期限／ 7月 30日（金）
�特典／じゃがいものお持ち帰り（買い
　物袋約 1袋分）、じゃがバターの試食

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　うっかり国民年金保険料の納付が納付期限をすぎてしまったことはありませんか？
納付期限（翌月末）を過ぎると保険料を未納にしていることになり、障害基礎年金な
どの受給に支障がでることがあります。障害基礎年金の受給の条件は初診日の前日で
判断するので、突然の病気やけがのあと、慌てて納付しても遅いのです。そこで、納
付期限まで確実に納付するために、「口座振替」の利用をおすすめします。口座振替に
すると、毎回窓口に納めに行く手間が省けて、なおかつ納め忘れがなく安心です。自
身の分だけでなく、家族の分も引き落としすることもできます。また、口座振替には
納付書よりお得な保険料割引の制度があります。
○口座振替ならではの「早割」
　保険料の引き落としは通常は納付期限となる“翌月末”ですが、1カ月早めて“当
月末”にすることで毎月50円ずつお得になります。
○前納も納付書よりお得
　4月に 1年分を納付する「一年前納」と、4月と 10月に半年分ずつ納付する「半
年前納」があります。一年前納にすると年間3,800円、半年前納だと年間2,060円
が割り引きになり、納付書より口座振替の方が割引額は多くなりますので、ぜひご利
用ください（一部免除を受けて減額した保険料を納付している方は利用できません）。
　なお、前納のお申し込みには期限があり、今年の10月から半年前納を希望される
方は、8月末までに手続きをしてください。
　手続きには、①国民年金保険料納付案内書または年金手帳、②預金通帳、③通帳届
出印をご用意して、口座のある金融機関でお申し込みください。

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

　平成 23年度から新たに固定資産

税・都市計画税の対象となる建物（平

成 22年 1月 2日以降に新築、または

増築されたもの）の調査を実施してい

ます。調査員が伺いますので、ご協力

をお願いします。また、ご希望の調査

日がありましたら税務課までご連絡く

ださい。

　

　建物（物置を含む）の全部、または

一部を取り壊した場合には、建物滅失

届を提出してください。後日、現地調

査により建物の滅失を確認します。取

り壊した建物につきましては、翌年か

ら課税台帳より削除されます。届出用

紙は税務課・槻木事務所にあります。

■問  税務課　� 55-2116

家屋調査（新築・増築）に
ご協力ください

建物を取り壊した場合は
ご連絡を

募 集

太陽の村グリーン・ツーリズム

親子じゃがいも掘り体験会

カニなどの悪質な電話勧誘販売に
ご注意ください！

国民年金保険料は口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替口座振替で確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確確実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実にににににににににににににににににににににににににににににににに確実に
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