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　★西船迫保育所
○西船迫保育所保護者会さんが、クリー

　ンすのこを寄贈。

　★福祉課
○故近藤ユリさんの代理人近藤満さんが、

　社会福祉資金として 300,000 円を寄

　付。

　★柴田町図書館
○船迫愛酒る会さんが、図書費として

　30,000 円を寄付。

　★柴田町図書館
○柴田町図書館とともに歩む会さんが、

　図書資料費として、100,000 円を寄付。

　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、ぜひ親

子で参加ください。

�日時／①8月26日（木）10：30～11：30
　　　　②9月 3 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

　太陽の村にある望遠

鏡で夏の星座を観望し

ます。ぜひご家族でお

越しください。

�日時／8月24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してくださ
　い。

■問  柴田町星を見る会（豊川）
　

絵本読み聞かせ

夏の星座を見よう

　子ども手当は、中学3年生（中学校修了前）までの子どもを養育している方に、子

ども1人につき月額13,000円が支給される制度です。手続きが必要と思われる方に

は、既に認定請求書を送付しています。また、下記の要件に該当する方は、子ども手

当を受給できますので、忘れずに申請してください。

 手続きが必要な方

○平成21年度に児童手当の支給を受けていない世帯で、平成22年度において中学2・

　3年生の児童がいる世帯の方

○平成21年度において児童手当の支給を受けているが、平成22年度において中学2・

　3年生の児童がいる世帯の方

○所得制限などにより、平成21年度に児童手当の支給を受けていない世帯の方

 経過措置に基づく申請猶予期限

○9月 30日（木）まで
※期限を過ぎると申請猶予措置は適用されません。
　ご注意ください。

■申 ■問  子ども家庭課　� 55-2115

　柴田町観光物産協会は、昨年11月に柴田町の新しい観光資源

と地場産品（特産品）の開発振興を図るために設立されました。こ

の目的に沿ったシンボルマークを募集します。奮ってご応募くだ

さい。

�応募対象／町内にお住まいの小・中学生の皆さん

�応募期限／9月 15日（水）

�応募方法／氏名・住所・連絡先（自宅電話番号または携帯電話番号）、デザイン（Ａ

　4版用紙）をご記入の上、ＦＡＸ、メール、または封書にてご応募ください。デザ

　インの版権は当協会に帰属し、返却は致しません。

�入選者の発表／当選の発表は、記念品（図書券）の発送をもってかえさせて頂きます。

■申 ■問  一般社団法人 柴田町観光物産協会（村上）　� 56-3970　� 56-3973
　〒 989-1621　柴田町大字本船迫字上野4-1　メールアドレス：info@skbk.or.jp

募 集

（社）柴田町観光物産協会の

シンボルマーク大募集！

平成22年度

子ども手当の申請はお済みですか？

これまでの「太陽の村」
のシンボルマーク
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　本大会は、青少年の思いや考えに大人

が耳を傾け、理解を深める契機となるこ

とを願い開催します。大河原教育事務所

管内の全中学校 26校の各校代表 1人の

中から第 1次審査で選考された 14人の

中学生が意見や希望などを発表します。

皆さまのご来場を心よりお待ちしており

ます。

�日時／8月27日（金）13：00～16：00
�場所／槻木中学校体育館

■問  少年の主張仙南地区大会事務局
　（大河原地方振興事務所）  � 53-3111

　心身および日常生活の機能が低下していないか検査するため「生活機能評価」を行

います。対象者には受診票を送付します。検査の日程は「特定健康診査（65歳～ 74

歳の方）」および「後期高齢者健康診査（75歳以上の方）」と同じです。

�対象／65歳以上の介護保険第1号被保険者の方（要支援・要介護認定者を除く）
�自己負担料／なし

 生活機能評価の流れ

①基本チェックリストの内容を含めた問診や計測、診察などの「生活機能チェック」

　が行われます。

②生活機能チェックの結果、生活機能の低下が見られる方（特定高齢者の候補者）に

　は、生活機能検査を受けていただきます。

③医師の判断により、生活機能向上が必要な方は、介護予防事業などの事業への参加

　となります。
※対象の年齢は平成23年 3月 31日現在です。

■問  福祉課　� 55-2159

　オウム真理教犯罪被害者等給付金は、

オウム真理教による地下鉄サリン事件な

どにより亡くなられた方のご遺族、障害

が残った方および傷害を負った方に対し

て支給されます。また、障害が残った方

および傷害を負った方が既に亡くなって

いる場合、その遺族に支給されます。

�申請期限／ 12月 17日（金）

■申 ■問  宮城県警察本部犯罪被害者支援室
　� 022-221-7171

○対象者について
　非自発的失業（離職）者とは、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者で

あり、離職日が平成21年3月31日以降の方で離職日において65歳未満である方が

対象となります。

【確認方法】

　「雇用保険受給資格者証」（本人所持）による確認とし、「離職理由」欄の理由コード

（2桁の数字）が下記のコードであれば、対象となります。

※特定受給資格者とは‥‥倒産・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職
　　　　　　　　　　　　を余儀なくされた方
※特定理由離職者とは‥‥期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得な
　　　　　　　　　　　　い理由により離職した方

○軽減額について
　国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。失業（離職）から一定の

期間、非自発的失業（離職）により国民健康保険へ加入となった方の前年の給与所得

を30／ 100とみなし算定し賦課することにより保険税の軽減を行います。

○軽減期間について
　平成22年 4月 1日以降の国民健康保険税について適用され、離職日の翌日の属す

る月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。

○申請開始時期および手続きについて
　平成22年4月1日から受け付けを行っています。上記対象者に該当する方は、「雇

用保険受給資格者証」「印鑑」を持参の上、町指定の申請書（健康推進課・税務課・槻

木事務所にあります）を提出ください。
※申請は、納税義務者（世帯主）となります。

■問  軽減対象者について‥‥‥健康推進課　保険年金班　� 55-2114
　 軽減額について‥‥‥‥‥税務課　町民税・国民健康保険税班　� 55-2116

�日時／ 9月 7日（火）13：00～ 16：00
�場所／白石市役所 3階第 3会議室
�内容／暴力団問題でお困りの方、暴力
　団事務所の立ち退き要求、組抜け、ヤ

　ミ金融、書籍の一方的送付による購読

　要求、債権取立、エセ右翼、エセ同和

　問題などでお困りの方、その他暴力団

　問題などに関する困り事相談は何でも

　可能です

�相談員／弁護士（仙台弁護士会民事介
　入暴力被害者救済センター）、警察官（宮

　城県警察本部暴力団対策課）、（財）宮城

　県暴力団追放推進センター相談委員

■問  （財）宮城県暴力団追放推進センター
　� 022-215-5050
　宮城県警察本部暴力団対策課
　� 022-222-8930

対象となる理由コード

「11」「12」「21」「22」「31」「32」特定受給資格者

「23」「33」「34」特定理由離職者

「第 31回少年の主張仙南地区大会」
開催のお知らせ

宮城県警察本部
犯罪被害者支援室

からのお知らせ 
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参加者募集

中国北京 4泊 5日の旅

　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／ 9月 1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

　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／9月17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／9月3日（金）、24日（金）
　13：00～15：00

�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

　オリンピック施設や天安門広場、万里

の長城を見学します。また、（社）日中友

好協会 60周年記念式典・祝賀会や姉妹

都市丹陽・鎮江市を表敬訪問します。

�期日／10月12日（火）～16日（土）の
　4泊 5日

�募集人数／催少人数 10人
�参加費／157,000円（燃料サーチャー
　ジ・空港税を含む）

�申込期限／ 9月 5日（日）

■申 ■問  柴田町日中友好協会（中島）
　

　第2号被保険者（厚生年金保険や共済組合に加入している方）に扶養されている

20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者として国民年金に加入することにな

ります。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して行うことになります。な

お、国民年金保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、

ご自分で納める必要はありません。
※第3号被保険者に該当したときの届け出以外に、第2号被保険者が転職や退職したとき、住所
　に変更があったときにも届け出が必要です。

�日時／ 8月 27日（金）9：45～ 11：00　　　�場所／農村環境改善センター
�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
※保健師の健康相談があります。事前の申し込みは不要です。

�日時／ 9月 2日（木）9：45～ 11：00　　　�場所／西住児童館
�対象／ 3歳～就学前のお子さんと保護者　　　�募集人数／ 20組
�持ち物／各自必要なもの　　　�申込期限／ 8月 27日（金）

�日時／ 9月 7日（火）9：45～ 11：00　　　�場所／船迫保育所
�対象／ 1歳～就学前のお子さんと保護者　　　�募集人数／ 20組
�持ち物／各自必要なもの　　　�申込期限／ 8月 31日（火）

■申 ■問  子育て支援センターるんるん　� 54-4040

　

　杉の子地域活動クラブ（母親クラブ）が昨年、永年の活動の功績に対し、全国

表彰を受け、30周年記念誌を発刊しました。若干残っておりますので、ご希望

の方にお譲りしたいと思います。

■問  船迫児童館　� 55-5541

移動なかよし広場 ～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

一緒に遊ぼう ～児童館のお友達と遊びましょう♪～

杉の子母親クラブからのお知らせ   「30周年記念誌」について
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■問  日本年金機構大河原事務所　� 51-3113、健康推進課　� 55-2114

届け出先被保険者種別こ ん な と き

住所地
の市町
村

第3号→第1号

○配偶者である第 2号被保険者が会社を退職したとき
○配偶者である第 2号被保険者の扶養から外れたとき
○配偶者である第 2号被保険者と離婚したとき
○配偶者である第 2号被保険者が 65歳になったとき

勤務先第3号→第2号
○本人（第 3号被保険者）が就職して厚生年金や共済組
　合に加入したとき

第2号
被保険
者の勤
務先

第3号→第3号
（種別は変わり
ませんが届け出
は必要です）

○配偶者である第2号被保険者の加入する被用者年金制
　度が変わったとき（例えば厚生年金から共済組合）

第2号
被保険
者の勤
務先

－○本人の住所が変わったとき



お知らせ版●4 第 658号

募 集

ハンセン病に関する　　　　
夏休み親と子のシンポジウム

　俳句や短歌・詩などを筆文字で表現。

日本語の文字の美しさが書とモダンな表

装でよみがえります。

�日時／ 8月 26日（木）～ 29日（日）
　9:00 ～ 15：00

�場所／しばたの郷土館　※入場無料

■問  しばた現代墨書展実行委員会（村上）

�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。

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。あなたの「想い」を聴かせてください。

�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、持参いずれも可。

�応募締切／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-mail：social-edu@town.shibata.miyagi.jp

　来年4月のさくらマラソン大会の復活

へ向けて、7月 4日（日）に「柴田さくら

マラソン大会実行委員会」が設立されま

した。実行委員へは、町内外から 80人

を超す参加があり、現在は企画部や競技

部などに分かれ、大会実施へ向けて検討

を進めています。また、マラソンのほか

にも、ウォーキングや地場産品のＰＲ、

企業や団体の交流イベントなどの実施に

ついても検討を行っています。実行委員

会では、現在も会員を募集していますの

で、皆さまのご参加をお待ちしておりま

す。

■問  柴田さくらマラソン実行委員会
　（秋本）【責任技術者試験】

�日時／ 10月 27日（水）13：30～ 16：00　　　�場所／宮城県仙台合同庁舎
�対象／市町村に技術者として登録予定の方
�申込期間／8月 23日（月）～ 9月 10日（金）
�申込先／登録予定市町村の下水道担当課

【受験講習会】
�日時／ 10月 13日（水）13：00～ 16：00　　　�場所／宮城県教育会館
�対象／上記試験の受験を希望する方
�申込方法／上記試験の申し込み時に併せてお申し込みください。
※試験・受験講習申込書の配布は、8月下旬からになります。

■問  上下水道課　� 55-2118、（財）宮城県下水道公社　� 022-276-2521

　「数社からの借入があり、今後の返済

をどうしようか」「収入の予定が狂ってし

まって、返済ができない」「返済のために、

また新たな借入をしなければならない」、

このようなお悩みを抱えている方は、一

人で悩まずに、ご相談ください。借金の

問題は必ず解決できます。弁護士、消費

生活相談員などが無料で相談に応じます。

�日時／ 9月 1日（水）9：30～ 16：30
�場所／県大河原合同庁舎
�募集人数／ 20人（事前予約制）
�予約受付期間／8月23日（月）～27日
　（金）　8：30～ 17：15

■予 ■問  宮城県消費生活センター
　� 022-211-2524

　ハンセン病患者への偏見・差別の解消を目的としてシンポジウムを開催します。

�日時／ 8月 21日（土）13：00～ 16：30　　　�場所／太白区文化センター
�内容／シンポジウム、ファミリーコンサート、ビデオ上映
�募集人数／500人（先着順）　　　�入場料／無料

■問  仙台法務局大河原支局　� 52-6053

平成 23年 成人式

平成22年度  宮城県下水道排水設備工事
    責任技術者試験および受験講習の開催

募 集

さくらマラソン大会復活へ向けて
実行委員会設立　　　　　　　　

暮らしの中の書作品

第 7回しばた現代墨書展
“今日よりも少し上質のあしたを求めて”
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募 集

硬式テニス教室開催

�日時／8月22日（日）10：00～18：30
�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。また、音楽の持つ力・魅力
　についての講演会も予定しています。

■問  太陽・自然・人 in しばた実行委員会
　（舟山）　

　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／ 9月 9日（木）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！

■問  健康推進課　� 55-2160

第 10回

バンドフェスタ in しばた

　多くの飼い主の皆さんは、マナーを守

ってきちんと持ち帰っていますが、一部

の心ない飼い主により、フンが毎日のよ

うに放置されているのも事実です。朝起

きて、家の前に犬のフンがあったらどん

な気持ちがするでしょうか。片付けても

片付けても、毎日同じところにされてし

まう…。そんなご相談が後を絶ちません。

餌をあげて散歩をさせるだけが飼うこと

ではありません。犬が近所でもかわい

がってもらえるかは、飼い主のマナーにか

かっています。周りの方に迷惑をかけない

よう、気持ちよく愛犬と暮らしましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

　柴田町テニス協会が設立され、体育協会に加盟しました。初心者、中級者の方を対

象に教室を開催します。講師はＮＰＯ法人スポーツクラブ仙台の専任コーチが担当し

ます。

�日時／ 9月 19日（日）～ 11月 28日（日）の毎週日曜日（計8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　　　�申込期限／9月 16日（木）
�受付時間／9：00～ 17：00※日・月曜日を除く

■申 ■問  柴田町体育協会（スポーツ振興室内）　� 55-2030

「光熱費が安くなる」「オール電化にすれ
ば電気代が安くなる」などのセールス
トークで経済的なメリットばかりを告げ
られ、契約金額が高額であることについ
て消費者が冷静に判断する機会を十分に
与えないままに契約を急がせるケースが
あります。「光熱費が安くなる分で電気
温水器が買える」などと言われ、月々の
支払いを安くして長期のクレジットを組
ませ、高額な手数料を支払うような契約
方法になっていることが多いようです。
光熱費が安くなるのを理由にするのであ
れば、安くなる場合の条件を説明しても
らう。契約する前に、他社から見積もり
を取る、周囲に相談するなどして検討す
ることをお勧めします。

■問  町民環境課消費生活相談
　� 55-2113

　あなたの土地（管理地）の樹木や生垣を少し点検してください。枝が張りだして近

所に迷惑をかけたり、通行の妨げになったりしていませんか。樹木の張り出しは道路

が狭くなったり見通しが悪くなるだけでなく、道路標識が隠れてしまうなど、交通事

故を引き起こす原因にもなり大変危険です。歩行者や車両の通行に支障がないよう、

樹木の枝払いや生垣の刈り込みなど適正な管理をお願いします。

■問  都市建設課　� 55-2120、町民環境課　� 55-2113

　短期間就労者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年 4月 1日か

ら次のとおり拡大されました。
　

　適用要件に該当する労働者の方を雇い入れた場合には、公共職業安定所に対して雇

い入れた日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出するこ

とが義務付けられています。詳しくは、お問い合わせください。

■問  ハローワーク大河原（大河原公共職業安定所）　� 53-1042

【旧】○ 6カ月以上の雇用見込みがあること
　　　○ 1週間の所定労働時間が 20時間以上であること

【新】○ 31日以上の雇用見込みがあること
　　　○ 1週間の所定労働時間が 20時間以上であること

電気温水器や太陽光発電の
勧誘に注意
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主な行事日学　校

薬物乱用防止教室
（6年）

6
船岡小学校
� 55-1064

引き渡し訓練・親
子行事（1年）

9

遠足（4年）14

親子行事（4年）17

修学旅行（6年）29～30

身体計測2槻木小学校
� 56-1029 防犯教室・引き渡

し訓練
3

社会見学（5年）7

校内図工展16～17

祖父母参観17

水泳記録会・祖父
母学級・自由参観

2
柴田小学校
� 56-1430

夏休み作品展2～3

交通安全教室17

修学旅行（6年）29～30

水泳記録会1～8船迫小学校
� 55-5394 親子行事（3年）8

合宿訓練（5年）15～17

社会見学（2年）17

校内美術展・
フリー参観

28～30

水泳記録会3西住小学校
� 53-3227 合宿教室（5年）9～11

校外学習（1・2年）29

校外学習（4年）30

修学旅行（6年）30～10/1

水泳記録会・
夏休み作品展

1～3
東船岡小学校
� 55-1811

芸術鑑賞会3

遠足・校外学習
（1～ 5年）

10

親子運動会4船岡中学校
� 55-1162 3 年実力試験25

職場体験（1年）・
宿泊学習（2年）

8～9
槻木中学校
� 56-1331

修学旅行（3年）8～10

校内弁論大会14

3 年実力試験25

学習相談28～29

中間試験30

校内弁論大会6船迫中学校
� 54-1225 宿泊学習（1・2年）9～10

修学旅行（3年）15～17

郡駅伝大会2
中学校共通

郡中学校新人大会25～26

※詳しい内容については、各学校にお問い合わせください。

　宮城県では、毎月第1金・土・日曜日を「食材王国みやぎ地産地消の日」として、

県産食材やその加工品の利用促進、消費拡大を図っています。そこで、仙南地域の畜

産物の地産・地消を促進するため、管内の主要畜産団体が一体となって本フェアを昨

年に引き続き開催することになりました。仙南産の卵、牛乳・乳製品、牛肉・豚肉・

ハム・ソーセージの特売をはじめ、オオクワガタや仙南産の畜産物が当たるお楽しみ

抽選会、日本・世界のクワガタ展示、各種畜産物の無料進呈など盛りだくさんの付帯

行事があります。新鮮でおいしい仙南の畜産物をお買い求めいただくとともに、付帯

行事でお楽しみください。なお、当日は「みやぎ蔵王三十六景旨いもの市 in仙南【会

場：仙南シンケンファクトリー（角田市）】」も同時開催。景品付きスタンプラリーも

あります。　※当日は内容を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

�日時／ 9月 5日（日）10：00～ 14：00

�会場／白石倉庫仙南さくら営業所（米倉庫）

　　　　住所：大河原町金ヶ瀬字新関の走60（県道蔵王大河原線沿い）

�主催／仙南地域畜産振興協議会

■問  県大河原家畜保健衛生所　� 53-3538

　ごみの野外焼却（野焼き）は、一部例外を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」により全面禁止になっています。違反した場合は、3年以下の懲役、300万円以

下の罰金が科せられます。例外規定により焼却する場合でも、煙、臭気の発生、焼却

灰の飛散などで周囲に迷惑のかからないよう十分配慮しましょう。

〔例外〕

1. 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却 

2. 他の法律またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

3. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

4. 震災、風災害、凍霜害、その他の災害予防、応急対策または復旧のために必要な廃

　 棄物の焼却

5. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

6. 農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼

　 却

7. たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なも

　 の

■問  町民環境課　� 55-2113

　だがし屋さんには、安いお菓子やおもちゃがいっぱいありました。子どもたちは、

学校が終わると、お小遣いを握り締めて、だがし屋さんに集まりました。昔懐かし

いだがし屋さんを復元展示しています。また、ちょっと昔のおもちゃを中心にして

おもちゃのコーナーを設けています。

�会期／ 9月 26日（日）まで　　　�開館時間／9：00～ 16：30
�入場料／大人200円、高校生100円（20人以上で団体割引有）
　　　　　小中学生（夏休み期間無料）

 だがし屋の風景

おいしいものがいっぱい「きてけさいん！
第 2回仙南地域畜産物地産・地消フェア」
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