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　調査票は届いた

でしょうか。9月

末日までに調査票

が届かなかった方

は町までご連絡を

お願いします。

　記入した調査票については、10月 1

日（金）～7日（木）に調査員が回収に伺い

ますので、ご提出をお願いします。郵送

希望の方は、遅くとも 7日（木）まで郵便

ポストに投函ください。

　また、皆さまに配布しました「調査票

の記入のしかた」を読んでも記入の仕方

が分からない場合は、担当の調査員また

は国勢調査コールセンターにお問い合わ

せください。

◆調査についてのお問い合わせ
　国勢調査コールセンター
　� 0570-01-2010（ナビダイヤル）
　IP電話・PHSの場合：� 03-6738-6677

※ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定
　電話の場合、全国一律に市内通話料金で
　ご利用いただけます。携帯電話の場合、
　所定の通話料金となります。
※ IP電話・PHS用電話番号の通話料金は、
　それぞれ所定の通話料金となります。

■問 まちづくり政策課　� 54-2111

●保育所
�入所資格／保育所は、家庭内での保育が困難な場合に、保護者にかわって保育す

　る施設です。満6カ月に達している乳児から小学校就学前までの幼児で、保護者

　共に町内に住所を有し、保護者が次の①～⑥のいずれかに該当し、家族の方も保

　育できない場合に限ります。

①昼間に居宅外で労働することを常態としていること

②昼間に居宅内で当該児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態として

　いること

③妊娠中または出産後間がないこと

④疾病にかかりもしくは負傷しまたは精神・身体に障害を有していること

⑤長期にわたる疾病または精神もしくは身体に障害を有する同居の親族を常時介

　護していること

⑥災害（震災、風水害）その他の災害の復旧にあたっていること

�施設名・場所／船岡保育所　　船岡新栄2丁目 18-1　� 55-1253

　　　　　　　　槻木保育所　　槻木下町2丁目 6-31　� 56-1332

　　　　　　　　西船迫保育所　西船迫2丁目 5-29　� 57-1387

●児童館
�入館資格／平成17年 4月 2日から平成19年 4月 1日までに生まれたお子さん

　で、保護者共に町内に住所を有していること。

�施設名・場所／柴田児童館　　入間田字外谷地73　� 56-3389

　　　　　　　　西住児童館　　船岡字清住町10-2　� 52-3703

　　　　　　　　三名生児童館　中名生字西宮前56　� 55-1470

�申込期間／11月 1日（月）～ 15日（月）8：30～ 17：15

　( 保育所は日曜日、休日を除く。児童館は土・日曜日、休日を除く )

�申込方法／申込書に必要事項を記入し、希望する保育所・児童館に直接お申し込み

　ください。申込書は10月1日（金）から保育所・児童館・子ども家庭課で配布します。
※保育所の空き待ち入所申し込み中の方も、平成23年度の申し込みが必要です。

■問  子ども家庭課　� 55-2115　または上記各施設に直接お問い合わせください。

�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。

�受付／月～金曜日の8:30～ 17:15（休日、10/4（月）を除く）。※定員になり次第終了

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

募 集

平成23年度

保育所・児童館の入所（館）児募集

募 集

柴田町立第一幼稚園  平成 22年度入園児追加募集
「かたり調査」にご注意！
　調査員を装った訪問、電話などにご
注意ください。
　調査員は、写真が貼付された調査員
証、腕章を身に付けていますので、ご
確認をお願いします。また、インター
ネット、電子メールを利用した調査を
行うことや金品を請求することは絶対
にありません。

設置期間：10月 31日まで
受付時間：午前 8時～午後 9時
（土・日曜日、祝日もご利用できます）
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　健康づくりは今からがスタートです。

普段の自分の食事量や食事バランスなど

を確認してみませんか？事前のお申し込

みは不要です。お気軽にご参加ください。

�日時／10月22日（金）10：00～11：30

�受付時間／ 9：30～ 10：00

�場所／保健センター 1階

�対象／平成 22年度特定健康診査を受

　けた 40歳～ 64歳の方（社会保険被

　扶養の方も含む）

�内容／健康づくりのコツ、自分に必要

　な食事量、食事バランスの確認など

�持ち物／①特定健康診査結果通知表

　②結果通知表に同封の案内チラシ（町

　国民健康保険加入者のみとなります。

　チラシ裏面をご記入の上お持ちくださ

　い。）

　③筆記用具　④眼鏡（必要な方）

■問  健康推進課　� 55-2160

　ポリオの予防接種を行います。予約は不要です。指定日が都合の悪い場合は、下記
のいずれかの日に接種してください。
�対象／1回目：平成 21年 12月 1日～平成 22年 6月 30日生まれのお子さん

2回目：平成 22年 4月に 1回目を接種したお子さん
※平成15年 4月 24日～平成 21年 11月 30日に生まれたお子さんで接種を延期し
　ている方も対象になります。

　
�受付時間／いずれも12：45～ 13：15　　�場所／保健センター
�注意事項／◆ＢＣＧ・麻しん風しんなど生ワクチン接種後4週間、三種混合など不
　活化ワクチン接種後1週間以上経っていない方、けいれんを起こして3か月以上経
　っていない方、下痢をしている方、体調の悪い方は受けられません。
　◆生後5か月までのお子さんはＢＣＧ予防接種を優先してください。
　◆「予防接種と子どもの健康」の冊子をよくお読みになり、母子健康手帳と予診票
　をお持ちください。

■問  健康推進課　� 55-2160

　心身障害者医療費助成制度は、心身障害者の方の適正な医療機会の確保および経済
的負担の軽減を図ることを目的として、医療費のうち健康保険各法に定める一部負担
金を助成する制度です。助成を受ける場合は申請が必要となります。申請がお済みで
ない方は、所得制限などがありますので、詳しくはお問い合わせください。
　なお、すでに申請されている方には9月中に、平成22年 10月から平成 23年 9
月までの受給者証などを送付しておりますので、ご確認ください。
�助成対象者／
○特別児童扶養手当1級の方
○療育手帳Ａの方
○知的障害者福祉法に定める職親に委託されている方で、療育手帳Ｂの方
○身体障害者手帳1級および 2級の方
○身体障害者手帳3級内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
　ヒト免疫不全ウイルスによる免疫および肝臓の機能障害）の方

■申 ■問  福祉課　� 55-5010

　今年の10月診療分から入院にかかる子ども医療費助成の対象年齢が、小学校就学
前から中学校就学前（12歳になってから最初の3月 31日まで）までに拡大となりま
した（所得制限により助成を受けられない場合もあります）。
　通院にかかる子ども医療費助成は今までどおり小学校就学前までの助成になります。
　助成を受けるためには資格登録が必要になりますので、子ども医療費受給資格登録
申請をしてください。

■申 ■問  健康推進課　� 55-2114

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／10月12日（火）・26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／10月12日（火）・26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

心身障害者医療費助成制度をご存知ですか？

対　　　　　象接種日

平成 21年 7月～ 9月生まれのお子さん10月 8 日（金）

平成 21年 10月～ 12月生まれのお子さん10月 15日（金）

平成 22年 1月～ 3月生まれのお子さん10月 18日（月）

平成 22年 4月～ 6月生まれのお子さん10月 25日（月）

7歳 6か月未満で未接種のお子さん10月 26日（火）
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あさひまつり

　お子さんから大人まで楽しめる、「口や歯の健康づくり」に関するさまざまなコー

ナーを開いてお待ちしています。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

�日時／ 11月 13日（土）13：00～ 15：15（試食コーナーは11：00～）
�場所／保健センター
�内容／歯にやさしいおやつや常備菜などの試食、フッ素塗布、ミニ歯科講話、歯科
　相談、自分の歯こうをみるコーナー、石こう人形への色付けコーナー、在宅歯科診

　療コーナー、歯の川柳展示・表彰、8020表彰、骨量測定、健康相談など

 骨量測定を実施します　～事前申し込みは不要です～
�受付時間／13:00～ 14:30　　�内容／超音波検査による骨量測定（裸足で測定）
�対象／20歳以上の方　　�定員／70人（先着順）　　�自己負担料／無料

 歯の川柳を募集します
　展示する「歯の川柳」を募集します。日ごろ「歯」や「口」について感じている

ことを「川柳」にしてみませんか。優秀賞に選ばれた方は表彰します。

�募集内容／歯や口に関する川柳
�応募方法／FAX、はがきなどに住所、氏名、年齢、電話番号、川柳をご記入の上「健
　康推進課　歯の大会係」までご応募ください。直接お持ちいただいても結構です。

�応募期限／10月 15日（金）
　

�主催／柴田町　　�後援／柴田歯会（町内歯科医師会）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160　� 55-4172　〒989-1692船岡中央2丁目3-45

「絆～みんなの心をひとつに～」をテー
マに開催します。皆さまのご来場をお待
ちしております。
�日時／10月16日（土）10：00～14：30
　（雨天決行）
�場所／旭園（太陽の村昇り口）
�内容／利用者の発表、アトラクション、
　展示・体験コーナー、屋台各種（鶏ご
　ぼうご飯、焼き鳥、フランクフルト、
　ビール・ジュースほか）、旭園で取れた
　作物や葉牡丹・紙製品・縫製品の販売
　など
※シャトルバスを運行します。

■問  旭園　� 56-4160

　町のごみ問題、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、町の

実情や対策、取り組みなどを広く紹介します。来場記念品を多数ご用意しています！

レジ袋削減のためマイバック持参でご来場ください。

�日時／10月24日（日）10：00～15：30　　�場所／船岡小学校（校庭）、船岡公民館

�内容／会場を各ブースに分け、展示・実演、即売などを実施します。

　エコライフ推進会議紹介、パネル展示・実演などによる環境活動の紹介・成果品の

　展示、ごみ減量実践例の紹介、ごみや環境問題に取り組む企業紹介、環境ミニシア

　ターなど

�主催／柴田町エコライフ推進会議・柴田町

■問  町民環境課　� 55-2113

　柴田町の地場産業や産品を広く紹介する場を設け、商工業者、農業者も含めた農商

工連携による新たな産業の創出を目指し、産業フェスティバルを開催します。ぜひお

越しください。

�日時／ 10月 24日（日）10：00～ 15：30　※小雨決行（雨天の場合中止）

�場所／船岡小学校（校庭）、船岡公民館

�内容／町内企業の製品展示、各種出店、飲食コーナー、木製品工作教室、模擬上棟式、

　住まいるサポート地震体験と防災啓発・無料相談、ステージコーナー（亜KIRAラ

　イブ）、イベント（ちびっ子）コーナー、エコライフ推進会議紹介コーナー（ごみ減量、

　廃食油回収など）、チャリティーお楽しみ大抽選会など
※詳しくはお問い合わせください。

■問  しばた産業フェスティバル実行委員会事務局（柴田町商工会）� 54-2207

しばた健康づくりのつどい・歯の大会を実施します

Ｈ 22 しばた環境フェアを開催します
～しばた産業フェスティバル同時開催～

第 2回しばた産業フェスティバル

●「シンポジウム」の開催
　「花のまち」として美しくにぎわいの

ある町を目指して、町民の皆さんに

「花のまち柴田」について意識を高め

てもらうため、専門家の講演やパネル

ディスカッションなどのシンポジウム

を開催します。皆さんもどのような

「まちづくり」を目指すべきか、一緒

に考えてみませんか。どなたでも参加

できますので、ぜひお越しください。

入場は無料です。

�日時／10月30日（土）13：30～15：30
�場所／槻木生涯学習センター・ホール
※駐車場に限りがありますので、ＪＲまた
　は自家用車の乗り合いでお越しください。
※事前の申し込み不要

●「千人植栽」の実施
　春の観光シーズンに向けて、住民の

皆さんとの協働活動として船岡城址公

園と白石川堤にさまざまな花や木を植

栽します。魅力あふれる花のまちづく

りのため、植栽活動に参加してみませ

んか。どなたでも参加できますので、

ぜひご協力をお願いします。

�日時／11月7日（日）9：00～12：00
　　　　（小雨決行）

�集合場所／
　船岡城址公園（旧観光売店前）

　白石川河川敷（柴田大橋下）
※作業しやすい服装でお集まりください。

�持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ

■問  まちづくり政策課　� 54-2111
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　歯や歯ぐきの病気予防、早期発見のた

め成人歯科健康診査を実施しています。

対象の方には個別に通知を送付していま

す。受診券がないと受診できません。

�健診期間／ 10月 31日（日）まで
�健診方法／個別歯科健康診査（町内の
　歯科医院に予約し受診してください）

�健診内容／歯周病・むし歯の有無、入
　れ歯の適合具合など

�対象／40歳、50歳、60歳、70歳の方
※年齢は、平成 23年 3月 31日現在です。

�自己負担料／ 1,000 円

■問  健康推進課　� 55-2160

　総務省では、経済的な理由などで地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行す
ることが難しい世帯に対する支援を行っています。
�支援の対象者／生活保護世帯などの公的扶助受給世帯、市町村民税非課税の障害者
　のいる世帯、社会福祉事業施設入所者の方々でＮＨＫの放送受信料の全額免除を受
　けている世帯の方々
※既に、地上デジタル放送を視聴されている世帯の方々は支援の対象外です（共同受信施設また
　はケーブルテレビの改修工事については平成21年 4月以降に工事が行われた場合にも、改修
　費などが支援の対象となる場合があります）。

�支援の内容／現在お持ちのアナログテレビに取り付ける「簡易なチューナー」の無
　償給付を行います。アンテナ改修などが必要な場合にはその支援も行います。
�申込書配付先／福祉課および槻木事務所　
�申込期限／ 12月 28日（火）※消印有効
�申込先／総務省地デジチューナー支援実施センター
�ご注意いただきたい点／
　�支援の申し込みにはＮＨＫと受信契約を結び、全額免除の適用を受けることが必
　　要です。
　�支援は現物給付ですので、ご自身で購入されたチューナー、アンテナ改修などの
　　費用を清算することはできません。

■問  総務省地デジチューナー支援実施センター  � 0570-033840　福祉課  � 55-5010

�日時／10月30日（土）13:00～16:00
�場所／名取駅コミュニティプラザ
�対象／オストメイト（人工肛門・膀胱
　造設者）および家族の方

�内容／術後のケア、ストマ用装具、社
　会生活、福祉制度などに関する相談

�講師／東北大学病院　皮膚排泄ケア認
　定看護師　高橋真紀氏

■問  （社）日本オストミー協会宮城県支部
　�・� 0228-32-4234

　国民年金には、保険料の全額または一部が免除される「申請免除制度」や障害基礎
年金を受けている方などが該当する「法定免除制度」があります。また、若年層（20
歳代）の方を対象として保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」や学生の
方を対象とした「学生納付特例制度」もあります。
　これらの保険料免除や納付猶予などを受けた期間については、老齢基礎年金を受け
取るために必要な受給資格期間に参入されますが、受け取る年金額は保険料を全額納
付した場合より少なくなります。
　そこで、これらの免除期間について、後でゆとりができたときに、10年以内（例
えば、平成22年 2月分は平成 32年 2月末まで）であれば、後から保険料を納付す
ること（追納）ができます。将来、受け取る年金額を増額するためにも、追納するこ
とをお勧めします。
　追納する場合、納付できる期間の順序は免除された期間の古い順に追納することに
なります。ただし、学生納付特例と若年者納付猶予の期間は、それより以前に免除を
受けた期間があっても優先して追納することができます。
　なお、保険料の追納には申し込みが必要ですので、健康推進課国民年金窓口または
大河原年金事務所にて手続きを行ってください。

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

　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？予約は不要です。当日直接会場

にお越しください。

�日時／ 10月 5日（火）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

　（財）自治総合センターから助成を受けて、第
18A区町内会が町内会活動備品を購入しました。
第18A区が対象となったこの助成は、コミュニ
ティ活動に活用されるもので、宝くじ受託事業収
入が財源です。今後、コミュニティづくりや世代
間交流など地域の活性化に活用していきます。

■問  財政課　� 55-2278

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金国民年金ででででででででででで免免免免免免免免免免除除除除除除除除除除免除さささささささささされれれれれれれれれれたたたたたたたたたたされた保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料保険料ののののののののののの追追追追追追追追追追納納納納納納納納納納追納ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいててててててててててについて
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　大規模地震災害に備えた訓練を実施し

ます。町内外企業の協力により、模擬避

難所、ガス・水道・電気の復旧、防災用

品の展示なども行われますので、ぜひ見

学に来てください。

�日時／ 10月 17日（日）9：00～
※雨天の場合は中止（小雨決行）

�場所／柴田小学校
�内容／○自主防災組織の皆さんを中心
　に避難・救出救護訓練やボランティア

　センター設置運営訓練

　○自衛隊による救助訓練、消防署・消防

　団・婦人防火クラブによる災害時訓練

■問  総務課　� 55-2111

　船迫生涯学習センター「誰でも吹ける

口笛教室」の教室生による楽しい口笛発

表会です。入場は無料です。

�日時／ 10月 16日（土）10：00
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／教室生による課題曲自由曲の演奏
　特別ゲスト：磯木恒憲氏（講師）

　　　　　　　阿部弘子氏（大正琴）

■問  船迫生涯学習センター   � 57-2011

　第 3回展示発表会と第 33回芸能発表

大会を行います。ご来場をお待ちしてい

ます。入場無料です。

�日時／展示発表会
　　　　10月 23日（土）9:00～16:00
　　　　10月 24日（日）9:00～15:30
　　　　芸能発表大会

　　　　10月 24日（日）9:20～16:00
�場所／槻木生涯学習センター

■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習
　センター）� 56-1997

　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、お薦め

したい本があったらお持ちください。読

み合いましょう。

�日時／10月20日（水）10：30～11：30
�場所／船岡公民館
�参加費／無料
�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）
　

　町では団塊の世代の皆さまが持ってい

る知識や経験を地域活動に生かしていた

だくため、地域デビュー事業「20歳× 3」

を実施します。参加費は無料です。

�日時／11月27日（土）9:30～15:30
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／3回目の成人式、地域活動の講話
　　　　郷土料理の学習、軽運動など

�対象／満60歳となる方（昭和25年4月
　2日～昭和26年4月1日生まれの方）

�募集人数／ 50人
�申込期限／ 11月 12日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　白石市内の中学校、高等学校と市民吹

奏楽団によるジョイントコンサートを開

催します。秋深まる城下町白石に、すて

きな吹奏楽のサウンドを響かせます。ぜ

ひご来場ください。入場無料です。

�日時／ 10月 11日（月・祝）
　12：30開場　13：00開演

�場所／ホワイトキューブ

■問  白石市民吹奏楽団（山田）
　Eメール：shiroishi_wind_e@yahoo.co.jp

　入間田テニスコートの

一般開放時にテニス協会

による無料のワンポイントレッスンを開

催します。申し込みは不要です。

�日時／毎月第 2日曜日  13：30～ 15：00

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

募 集

～本年度60歳を迎えるあなたへ～

「地域デビュー」
してみませんか

こどもの本っておもしろい！

柴柴柴柴柴柴柴柴柴柴田田田田田田田田田田町町町町町町町町町町地地地地地地地地地地震震震震震震震震震震対対対対対対対対対対策策策策策策策策策策柴田町地震対策
総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合防防防防防防防防防防災災災災災災災災災災訓訓訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練練練総合防災訓練

平成 22年度

柴田町文化協会文化祭

「第3回 口笛吹きたちの
発表会」を開催します　　 

白石城下町コンサート

硬式テニス・ワンポイント
レッスンの開催　　　　　
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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

10月 5 日（火）近江　宣男

生　　活
10月12日（火）佐藤由美子

10月19日（火）飯渕　紀子

10月26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
役場町民相談室（1階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

10月 6 日（水）木島　基子

人　　権 10月13日（水）渡邊みち子

10月20日（水）桂川　クメ

役場委員会室（4階）
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

10月27日（水）
行政相談週
間に伴う総
合相談　　

行　　政

槻木生涯学習センター会議室（3階）
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

10月29日（金）
行政相談週
間に伴う総
合相談　　

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

　司法書士・土地家屋調査士による無料

法律相談会を実施します。

�日時／10月16日（土）10：00～15：00
�場所／オーガ（大河原駅前）
�相談内容／不動産の登記、会社の登記、
　遺言、相続、成年後見、土地の境界、

　多重債務など

■問  宮城県司法書士会仙南支部
　� 0224-26-2805

一日合同行政相談所を開設します！
　総務省では、この一週間を「行政相談週間」と定め、全国一斉に各種行事を実施し

ます。

　国の仕事やサービス、各種制度の手続きなどに関し、困っていることや要望をお寄

せいただくため、「一日合同行政相談所」を開設します。お気軽にお立ち寄りください。

また、電話による相談もお受けしますので、ご利用ください。

○一日合同行政相談所
�日時・場所／ 10月 19日（火）10：00～ 15：00  ＪＲ仙台駅2階イベントスペース

11月 8日（月）10：00～ 16：00　白石市中央公民館大ホール
○電話相談
�日時／ 10月 23日（土）・24日（日）　9：00～ 17：00
�相談先／行政苦情110番：� 0570-090110

■問  東北管区行政評価局行政相談課　� 022-262-7839

町も相談所を開設します！
　町の行政相談委員は、自宅で相談をお聞きするなど身近な相談相手です。今回、下

記の場所で相談所を開設します。また、人権・生活・消費生活相談も併せて行います。

お気軽にご相談ください。

�日時・場所／ 10月 27日（水）10：00～ 15：00　役場 4階　委員会室
10月 29日（金）10：00～ 15：00　槻木生涯学習センター3階  会議室

�行政相談委員／飯渕紀子、星マサ子

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／ 10月 21日（木）13：00～ 16：00
�場所／役場 町民相談室（1階）
�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／11月 18日（木）
宮城県行政書士会　http://www.miyagi-gyosei.or.jp/

■問  福島行政事務所　� 0224-63-5779

　司法書士が無料で法律相談に応じます。「困ったこと、悩んでいること」があればお

気軽にご相談ください。（要予約）

�日時／毎週水曜日（祝日を除く）　13：30～ 16：30
�場所／仙南司法書士相談センター（大河原町大谷字町向100-9）
�内容／遺言・相続・遺産分割、債券整理、訴訟調停などの裁判手続き、売買・贈与
　などの不動産登記、成年後見制度、金銭トラブルなどの日常的な法律問題

�予約受付／月～金曜日（祝日を除く）　9：00～ 17：00

■予 ■問  仙南司法書士相談センター　� 53-7116
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○絵本のへや（のばら）開放日
　絵本や紙芝居、わらべうた、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／ 10月 7日（木）、21日（木）
　14：00～ 16：00
　※おはなしタイム 15：00～ 15：30
　※毎月第 1・第 3木曜日が開放日

�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／10月27日（水）19：00～20：30
　※毎月第 4水曜日開催

�参加費／ 300円
　

�場所／絵本のへや（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）

�日時／ 10月 9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。

�対象／小学4年生以上

�参加費／400円

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　子ども茶会に参加してみませんか。

�日時／10月16日（土）10:00～11:30

�対象／町民の方

�参加費／300円（お菓子代）

�申込期限／10月 9日（土）
※当日受け付けも可。

�日時／10月29日（金）～31日（日）

　9:00～ 16:00（最終日は15：00まで）

�主催／柴田盆遊会

10月のトンボ玉体験会

子ども茶道教室発表会

�日時／ 10月 22日（金）9：45～ 11：00　　　�場所／船岡体育館
�対象学区／船小・東船小学校区　　　�対象／就学前のお子さんと保護者の方
�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／ 10月 14日（木）9：45～ 11：00　　　
�場所／三名生児童館
�対象／ 3歳～就学前のお子さんと保護者の方　　　
�募集人数／ 20組
�持ち物／各自必要なもの　　　
�申込期限／ 10月 8日（金）

　「子育ての基本」である、「上手にほめる」ことを中心にトレーニングします。ペ

アレント・トレーニング（親訓練）にあなたも参加してみませんか？

＜第1回目＞
�日時／ 10月 12日（火）10：00～ 11：30
�場所／子育て支援センター
�内容／「ペアレント・トレーニングとは？～ペアレント・トレーニングの基本」
�講師／東北福祉大学　健康科学部　富澤　弥生 氏
�対象／子育て中の方　　　�募集人数／ 20人（託児あり）
�申込期限／ 10月 6日（水）
※講座後は、希望者の個別相談も受け付けております。
※託児申し込みの方は、準備がありますので 9時 40分までにお越しください。

＜第2回目以降の予定＞※第 2回目以降の募集は、あらためてお知らせ版でご案内します。
　�日時・内容／

　

　�講師／東北福祉大学　健康科学部　富澤　弥生 氏

　子どもの発達は生後3歳までが著しく、この期間に沢山のことを経験させるこ

とが望ましいと言われています。3歳になる前の大切な時期に楽しいイベントに

参加して親子のきずなを深め、子育てのヒントをつかみませんか！

�日時・内容／　※第1回目は終了
　第 2回目　10月 6日（水）10:00 ～ 12:00　「わらべ歌と絵本読み聞かせ」
　第 3回目　12月 18日（土）10:00 ～ 12:00　音楽と劇「みんなおいで！」
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／平成 20年 4月～平成 21年 3月生まれのお子さんと保護者の方
�募集人数／ 20組程度　　　�参加費／無料
　

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

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♪～

るんるん子育て講座

『3歳児ワールド2010』参加親子追加募集！

内　　容日　　時

「上手な誉め方を身につけよう」
11月 16日（火）
10：00～ 11：30

第 2回目

「効果的な指示の方法を学ぼう」
12月 14日（火）
10：00～ 11：30

第 3回目

「子どものよくない行動の減らし方とよ
い行動の増やし方を学ぼう」

1月 25日（火）
10：00～ 11：30

第 4回目

第6回粋な文化展
（盆栽、山野草、水石）展示会
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募 集

親子スキンシップ教室

募 集

ウイルス性肝炎セミナー
　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／11月2日（火）10：00～15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 10月 19日（火）

■予 ■問  健康推進課　� 55-2160

　Ｂ型・Ｃ型肝炎の基礎知識や治療方法などについて、基調講演や宮城県肝臓病交友

会からの活動報告を行います。参加無料です。

�日時／ 11月 13日（土）13：30～ 15：30　　�場所／ホテル原田（岩沼市大手町）
�申込方法／連絡先を明記の上FAX・Ｅメール・はがき、または電話で申し込みくだ
　さい。

�募集人数／200人程度（先着順）　　�申込期限／10月 29日（金）

■申 ■問  県疾病・感染症対策室　� 022-211-2632　� 022-211-2697 
　Ｅメール：situkan-k@pref.miyagi.jp　〒 980-8570仙台市青葉区本町3丁目8-1

　子どもの健全な成長を願う親にとって

の有効な接し方しつけ方を、手遊びなど

の楽しい遊びを通して学びます。参加費

は無料です。

�日時／10月29日（金）10:00～12:00
�場所／農村環境改善センター
�対象／未就学児と保護者
�募集人数／ 10組（先着順）
�持ち物／汗ふきタオル、飲み物
�申込期限／ 10月 15日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　中小企業大学校仙台校では、中小小売・サービス業の方を対象として、満足度向上

のための接客術を、講義・演習および店舗実習により実践的に学んでいただく「小売

現場で学ぶお客様対応術」研修を実施いたします。この機会にぜひご参加ください。

�日時／ 10月 21日（木）、22日（金）、28日（木）、29日（金）、30日（土）
　各日とも9:00 ～ 18:00

�場所／中小企業大学校仙台校（21日、22日）、イトーヨーカ堂仙台泉店（28日、
　29日、30日）

�対象／中小小売・サービス業の販売担当の方
�募集人数／15人（先着順）※簡単な審査ありがあります。　　�参加費／20,000 円

■申 ■問  中小企業大学校仙台校　� 022-392-8811

　子どもが、元気で明るく健康で過ごし

ていけるように、見たり、聞いたり、遊

んだりしながら子どもの人権について一

緒に学び、考えます。入場無料です。

�日時／10月17日（日）10：30～14：00
�場所／仙南芸術文化センター「えずこ
　ホール」

�内容／○ステージ発表：子どもたちの
　発表（歌、太鼓、神楽、メッセージなど）、

　大河原商業高等学校ギター部演奏ほか

　○遊びの広場：昔あそび（メンコ、こま、

　ビーズ手芸など）、人権まもる君・あゆ

　みちゃんとの写真撮影、大型紙芝居・絵

　本、人権ビデオ上映○展示：小学生人権

　イラスト・ポスター、人権擁護委員の

　活動、男女共同参画社会推進活動資料
※当日は、公証人、法務局職員、人権擁護委員
　による「法務　なんでも相談所」も開設さ
　れます。ぜひご利用ください。

■問  仙台法務局大河原支局　� 52-6053

�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
　月1～ 2回、平日 19:30 頃から数回開催予定　　�募集人数／10人程度

●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、持参いずれでも可。

�応募締切／11月 5日（金）
�選考方法／提出された作文により選考します。※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

募 集

「小売現場で学ぶお客様対応術」研修のご案内

「子どもの人権フェスティバル
in 大河原」開催のお知らせ

平成 23年 成人式
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　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）。気軽にお出かけください。

おもちゃ病院はお休みです。

�日時／ 10月 5日（火）、19日（火）、
　26日（火）10：00～ 11：45
�場所／新栄集会所（ヨークベニマル
　柴田店隣り）

�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

　おもしろ科学教室とオリジナルサン

ドイッチ作りをします！

�日時／10月23日（土）10：00～14：00
�場所／船迫公民館
�対象／小学 1年生～ 6年生
�募集人数／ 30人
�参加費／ 300円
�持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具

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

募 集

子育てひろば“ゆるりん”

募 集

ゆるりん学童クラブ

　講座のお知らせ　

○「柴田町の歴史と生活文化講座」のご案内
�テーマ／「白鳥信仰と白鳥事件」
�概要／明治維新の時期に船岡で起こった悲劇を解説します。
�日時／1回目：10月 6日（水）14:00 ～ 15:00

2 回目：10月 20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／10月 5日（火）※「ゆる．ぷら」までお電話で申し込みください。

○「囲碁将棋教室」のご案内
�概要／囲碁や将棋の対局により、参加者相互の親睦を深めます。
※初心者の方には、囲碁や将棋のルールの説明もしますので、ぜひお立ち寄りください。

�日時／ 10月 7日（木）、16日（土）10:00 ～ 17:00
�対象／小学生以上であれば、どなたでも参加できます（低学年は保護者付き添い）。
�参加費／無料　※申し込み不要です。直接「ゆる．ぷら」にお越しください。

　ギャラリー展示案内　

○「トールペイント＆パッチワーク合同作品展“布・彩・暮らし”」
　�期間／ 10月 11日（月・祝）まで

○「篆刻（てんこく）」
　�期間／ 10月 13日（水）～ 10月 24日（日）

　ゆる．ぷら“おはなしの世界”　

　みんなで一緒にお話の世界を楽しみませんか？

�日時／ 10月 21日（木）、28日（木）10：30～ 11：30
�対象／読み聞かせをしてみたい方、お話を聞きたい方
�持ち物／読み聞かせをしてみたい方は、ご希望の本などあればお持ちください。
�参加費／無料　※申し込み不要です。直接「ゆる．ぷら」にお越しください。
　

�開館時間／10：00～ 18：00
� 10月の休館日／4日（月）、12日（火）、18日（月）、25日（月）

■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

開館時間
休館日

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

10月 3 日（日） 9:00～16:00

10月17 日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート

10月10 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／10 月14 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／10 月20 日（水） 19:00
場所／船岡公民館

11
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。

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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火月日土金
☆☆☆☆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

�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／ 10月 17日（日）  毎月第 3日曜日

�イベント（プール正面駐車場にて）／ 10月 24日（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
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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。

※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

12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 21年 3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。

10/1（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
6（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 5月生まれの方4か月児健康診査7（木）

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）12（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付13（水）

  9：15～   9：45平成 21年 10月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

14（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）

18（月）

12：45～ 13：15小屋先生平成 20年 6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。

19（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
20（水）

12：45～ 13：15板野先生、小田部先生平成 19年 4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27（水）

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

12：45～ 13：15伊藤先生平成 22年 6月生まれの方4か月児健康診査11/4（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 21年 4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。

5（金）

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）8（月）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付10（水）

  9：15～   9：45平成 21年 11月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（金）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

56-2766槻　木乾歯科医院52-3115大河原かわち医院52-1058大河原日下内科医院10/3

53-8020大河原いのうえ歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科56-1012槻　木玉渕医院10

57-1818船　岡内田歯科医院51-3741大河原庄司クリニック52-1123大河原安藤医院11

53-2555大河原えんどう歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所54-3755船　岡佐藤内科クリニック17

57-2120船　岡大友歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-2777大河原平井内科24

83-4395村　田大沼歯科医院56-1451槻　木乾医院51-5355大河原さくら小児科31

53-2134大河原小田部歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院83-6061村　田村田内科クリニック11/3

56-1853槻　木おたべ歯科クリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-2445村　田中核病院村田診療所7

55-5493船　岡川口歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック53-1460大河原甘糟医院14

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

　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／ 10月 14日（木）9：30～ 13：00、14：00～ 15：00

�場所／柴田町商工会

�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。
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