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　調査票は、10月7日までに担当調査員にお渡しいただくか、郵送により提出いただ

くことになっています。日本に住んでいるすべての方が調査対象となりますので、ま

だ提出されていない方は、担当調査員にお渡しいただくか、調査票と一緒に配布しま

した郵送提出用封筒で提出をお願いします。また、調査票が届かなかった方は至急町

までご連絡をお願いします。調査票の提出が確認できなかった世帯については、10

月22日（金）から24日（日）に、あらためて調査員が回収に伺うことになります。不明

な点は、お気軽にお問い合わせください。

◆調査内容や調査票記入の仕方の問い合わせ
　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。

「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。

■問  国勢調査事務室（まちづくり政策課）　� 55-2106

　町では、福祉・介護計画策定のためのアンケート調査を10月中旬から実施いたし

ます。平成24年度からの福祉・介護に関する事業計画策定のための重要な調査にな

りますので、調査票が届きましたら、ご協力をお願いいたします。

�対象／柴田町に住民登録をされている方で、下記①～④に該当する方を無作為に抽
　出し、調査票を送付いたします。

　①介護保険要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方 1,000人

　②介護保険要支援・要介護認定を受けていない40歳～ 64歳の方 1,000人

　③介護保険要介護・要支援の認定を受けている方500人

　④身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方350人

■問  福祉課　� 55-2159

 売却物件 1【船岡東3丁目 15番 1】

�地目・面積／宅地 981.96�

�用途地域／第一種住居地域

　建ぺい率 60％　容積率 200％

�売却方法／公開公募抽選

�売却価格／ 31,529,000 円

 売却物件2【西船迫2丁目 5番 26】

�地目・面積／宅地 591.10�

�用途地域／第一種中高層住居専用地域

　建ぺい率 60％　容積率 200％

�売却方法／公開公募抽選

�売却価格／ 18,716,000 円

�抽選日／ 11月 5日（金）

�抽選会場／保健センター 4階

�申込期限／ 10月 29日（金）

■申 ■問  財政課　� 55-2278

　紅葉の美しい季節に、如心庵・広間・

立礼の各茶席で、心安らぐひとときを

お過ごしください。

�日時／11月3日（水）9：00～15：00

　如心庵／伊藤宗竹社中（表千家）濃茶席

　広　間／塚本宗喜社中（裏千家）薄茶席

　立　礼／猪股宗鶴社中（裏千家）薄茶席

�茶券／前売り券1,500円（3席濃茶

　席含む）、800円（2席薄茶席のみ）

　当日券500円（1席薄茶席のみ）

�主催／柴田町茶会運営委員会

　

�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

しばた茶会

設置期間：10月 31日（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）

第6回粋な文化展
（盆栽、山野草、水石）展示会

町有地を売却します
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 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、保護者に代わって保育する
　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お子さんで、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災害の復旧にあたっていること
�施設名など／

　

 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。
�施設名など／

　

 申込期間と方法（保育所・児童館共通）
�申込期間／11月 1日（月）～ 15日（月）8：30～ 17：15
　（保育所は日曜日、祝日を除く。児童館は土・日曜日、祝日を除く）
�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。申込書は保育所・児童館・子ども家庭課で配布しています。
※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

平成 23年度 保育所・児童館の入所（館）児募集

�日時／

展示：10月 23日（土）9：00～16：00

        　10月24日（日）9：00～15：30

内容：盆栽、野草、書道、絵画、水墨

　　　画、川柳、写真など

芸能：10月 24日（日）9：00～16：00

内容：詩吟、民謡、舞踊、歌謡、謡曲、

　　　合奏、ダンス、太鼓など

�場所／槻木生涯学習センター

�入場／無料

■問  柴田町文化協会事務局（槻木生涯学習
　センター内）　� 56-1997

�日時／11月13日（土）9：00～15：00
　　　　11月14日（日）9：00～15：00
�場所／船迫生涯学習センター
展示内容（13日・14日）
絵画、書道、陶芸、押花絵、パッチワー
ク、川柳、刺繍、生花、水彩画など

芸能発表（14日）
熊野幼稚園・西船迫保育所出演、民謡、
舞踊、ダンス、カラオケなど

一坪市（13日・14日）
船迫小地区民のほか、はらからや旭園
も出店（野菜・陶器・瀬戸物・手芸品など）

■問  船迫小地区ふるさと文化祭実行委員会
   （船迫生涯学習センター内） � 57-2011

�日時／10月22日（金）9：45～11：00
�場所／船岡体育館
�対象学区／船岡小・東船岡小学校区
�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／10月26日（火）9：45～11：00
�場所／西船迫保育所
�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／ 10月 20日（水）

　

　子育ての基本である、「上手に褒める」

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？

�日時／11月16日（火）10：00～11：30
�場所／子育て支援センター
�内容／講演：「上手な誉め方を身に
　つけよう」　講師：富澤弥生氏（東北

　福祉大学健康科学部）

�対象／子育て中の方
�募集人数／ 20人（託児あり）
�申込期限／ 11月 9日（火）

※講座後は、希望者の個別相談も受け付け
　ています。
※託児を申し込まれた方は、準備がありま
　すので 9：40までにお越しください。
※第 3回目以降の募集は、後日お知らせ版
　でご案内します。

≪今後の講座内容≫

　

■申 ■問  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～

るんるん子育て講座

第 25回船迫小地区
ふるさと文化祭

柴田町文化協会主催

文  化  祭
第3回展示発表会・第 33回芸能発表大会

電話番号所在地施設名

55-1253船岡新栄 2丁目 18-1船岡保育所

56-1332槻木下町 2丁目 6-31槻木保育所

57-1387西船迫 2丁目 5-29西船迫保育所

電話番号所在地施設名

56-3389入間田字外谷地 73柴田児童館

52-3703船岡字清住町 10-2西住児童館

55-1470中名生字西宮前 56三名生児童館

一緒に遊ぼう
～保育所のお友達と遊びましょう♪～

内　　　容日時

「効果的な指示の方法
を学ぼう」

12/14（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」

1/25（火）
10：00～　
　　11：30

第
4
回
目
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　柴田町では、玄米ダンベル体操による健康づくりと仲間づくりのサークル活動が多

く行われています。玄米ダンベル体操を継続し健康づくりを習慣にできること、また、

サークルを運営しているグループリーダーが運営方法を学習し、楽しくサークル活動

を継続できるためにフォローアップ研修を行います。参加は無料です。

�日時／ 11月 15日（月）13：30～ 15：30　　　�場所／仙台大学
�内容／介護予防と健康づくり（講話と実技）
�対象／町内ダンベル体操サークル連絡会加入者、町内ダンベル体操サークル自主運
　営グループ

�募集人数／100人　　　�申込期限／11月 5日（金）※先着順

■申 ■問  柴田町地域包括支援センター　� 86-3340

●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

　いずれも可。

�申込期限／ 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

募 集

平成22年度ダンベルサークルフォローアップ研修会

　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

議が中心となり環境フェアを開催します。レジ袋削減運動展開

中です。ご来場にはエコバックなどのご持参をお願いいたします。

�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／○町内企業の活動発表・製品紹介　○下水道コーナー
　○環境活動団体紹介・体験　○包丁研ぎ（有料）

　○廃食油＆不要布類回収（先着300人に粗品進呈）
　※廃食油はペットボトルに入れてください。布は綿100％に限ります。

　○エコスタンプラリー（アンケートに答えて商品ゲット。先

　　着300人）

�主催／柴田町エコライフ推進会議

■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・耐振無料相談、無料発明相談会、ステージコーナー（亜

　KIRAライヴ）、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（ゴミ減量、廃食油回収など）、チャリ

　ティーお楽しみ大抽選会など

■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

しつこい勧誘電話の上手な断り方
　自宅や職場にさまざまな勧誘の電話がかかってきて、そのしつこさに困り果てたと

いう経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。興味がないので「いらない。も

うかけてこないでくれ」と、はっきりと断ったにもかかわらず、その後も毎日のよう

に電話がかかってきて、「電話の切り方が悪い、耳が痛くなった」などの言いがかりを

つけて、恐怖を覚えさせるようなケースもあります。平成21年12月に特定商取引法

が改正されて、電話勧誘や訪問販売で消費者が断ったにもかかわらず再度勧誘するこ

とを禁止しています。この法律に違反した業者は業務停止命令の対象になります。

【対処法】
○長く話せば話すほど脈ありと思われるのではっきりと断った後はすぐに電話を切る。

○ガシャ！切りは相手の神経を逆なでするので大きな音を立てずに切る。

○相手の話術に対抗しても恨まれるだけなので相手にしない。

○しばらく受話器を放置して相手が切るのを待つ。

○頻繁にかかってくる時は電話線をはずしておき、こちらから掛ける時だけ繋ぐ。

○会話の記録を残す。

○あいまいな言葉は使わず、きっぱりと断る。

○詐欺、脅迫などの被害に遭ったら警察に連絡する。

つい契約してしまい取り消したい時は8日間以内であれば無条件で解約できる制度が

あります。困ったときは早めに下記にご相談ください。

■問  町民環境課（消費生活相談）　� 55-2113

平成 23年 成人式

環境フェア
～エコライフ推進事業～

第 2回しばた産業
フェスティバル



お知らせ版●4 第 662号

募 集

育英会会員募集
○職場を辞めて保険証を返還したら
　職場などの健康保険をやめた方で、ほかの健康保険に加入しない場合は、国民健康

保険への加入手続きが必要です。無保険とならないよう退職した日から14日以内に

手続きをしてください。また、国民健康保険税は、加入の届出日からではなく、資格

を得た月（退職日翌日の属する月）の分から納めなければなりません。加入手続きが

遅れると1期当たりの国民健康保険税額が多くなり、ご負担が大きくなりますのでご

注意ください。

○就職して職場の健康保険証をもらったら
　職場などの健康保険に加入した場合や、ほかの健康保険の被扶養者になったときは、

国民健康保険の喪失手続きが必要です。この手続きをしないと、国民健康保険加入者

とみなされているため、国民健康保険税が課税されたままとなります。必ず、資格喪

失の手続きをしてください。

■問  健康推進課　� 55-2114

　柴田町育英会では、経済的な理由によ

り就学困難な学生・生徒のうち、向学心

に燃える優秀な方に対して奨学金の貸与

を行っています。より多くの希望者に育

英資金を貸与できるよう、事業目的に賛

同し、一口6,000円以上を寄付してくだ

さる会員を募集しています。皆さまのご

協力をお願いします。
※家計の急変（収入減少）で奨学金を必要と
　する場合、高校生は「高等学校等育英奨学資
　金貸付」、大学生は「日本学生支援機構」に
　おいて対応しています。在学している学校
　の奨学金担当へご相談ください。

■問  教育総務課　� 55-2134

　後期高齢者医療保険料について、今年度の決定額を7月中旬に通知しております。

この通知書は、決定された保険料の納付方法についてお知らせしているもので、特別

徴収（年金からの天引き）の場合は年金支給時に差し引かれる金額を、普通徴収（納

付書で銀行などに納入）の場合は金額や納期限を記載した納付書を付けております。

いま一度、お手元にお届けしております保険料の通知書をご確認いただき、普通徴収
分で納期を過ぎてまだ納められていないものがありましたら、早急に納入いただきま
すようお願いいたします。

�納付場所／七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農業協同組合
　　　　　　健康推進課、槻木事務所

■問  健康推進課　� 55-2114

　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／ 11月 9日（火）9：30～ 11：00
�受付時間／ 9：30～ 9：45
�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）

�対象／生後 5～ 10か月の乳児と保護
　者 15組

�申込期限／ 11月 2日（火）

■申 ■問  健康推進課　� 55-2160

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対

象となります。その年の1月 1日から 12月 31日までに納付した保険料が対象です。

この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付

けられています。このため、平成22年 1月 1日から 9月 30日までの間に国民年金

保険料を納付された方については、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が

11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ず

この証明書（または領収書）を添付してください。また、平成22年 10月 1日から

12月 31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方については、平成

23年 2月上旬に送付されます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、

ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証

明書を添付の上、申告してください。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に

ついてのご照会は、控除証明書専用ダイヤルにお問い合わせください。

　

■問  日本年金機構大河原事務所　� 51-3113

　町内歯科医の歯科健診やおやつ作りの

実演・試食などの教室に参加しませんか。

お気軽にお申し込みください。

�開催日／ 11月 26日（金）
�受付時間／ 9：00～ 9：20
�場所／保健センター 2階
�内容／歯科健診（無料）、カルシウムた
　っぷりおやつ作りの実演と試食、お子

　さんのむし歯予防について

�募集人数／妊婦 15人（先着順）
�持ち物／母子健康手帳
�申込期限／
　11月 22日（月）

■申 ■問  健康推進課
　� 55-2160

＜控除証明書専用ダイヤル＞　� 0570-070-117（平成23年 3月 15日まで）
※通話料金は、一般の固定電話の場合、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、携帯
　電話の場合は全額お客さま負担となります。
※ＩＰ電話などの方は、� 03-6700-1130にお電話ください。こちらの番号の通話料金は、
　全額お客さま負担となります。

募 集

にこにこマンマ離乳食

参加者募集

にこにこ妊婦
歯っぴータイム



お知らせ版 ●5第 662号

秋の星座と木星をみよう
～天体観望教室～

募 集

里山ハイキングの参加者募集
　柴田町北部丘陵地帯の里山ハイキングを開催します。

豊かな自然に恵まれた農村部の神社仏閣や名所旧跡を

巡り、眺望を楽しみながら山並みを歩きます。ふるさ

と“柴田再発見”のハイキングです。

（1）深山コース
日　時：11月 6日（土）
　　　　午前8時 30分まで富上農村公園集合

コース：富上農村公園～大鹿野林道～グリーンピア岩沼～深山～炭釜古墳～山神
　　　　社～名川寺～上川名貝塚～鹿島神社～能化寺～富上農村公園

距　離：9�、歩行時間3時間（休憩や見学を含みません）

（2）猪倉山コース
日　時：11月 12日（金）午前8時 30分まで富上農村公園集合
コース：富上農村公園～富沢磨崖仏～深山神社～常光寺～富沢石切場～猪倉ため
　　　　池～猪倉山～富沢一本カヤ～富上農村公園

距　離：10�、歩行時間3時間 30分（休憩や見学を含みません）

（3）愛宕山コース
日　時：11月 20日（土）午前8時 30分まで農村環境改善センター集合
コース：農村環境改善センター～八雲神社～雨乞のイチョウ～愛宕山～入間田馬
　　　　場～円龍寺～農村環境改善センター

距　離：12�、歩行時間3時間 30分（休憩や見学を含みません）

（4）鐙摺山コース
日　時：11月 26日（金）午前8時 30分まで農村環境改善センター集合
コース：農村環境改善センター～折石神社～葉坂寺～果樹団地跡～鐙摺山登口～
　　　　吾妻街道道標～農村環境改善センター

距　離：8�、歩行時間2時間 30分（休憩や見学を含みません）

�申込方法／10月30日（土）まで、柴田町観光物産協会へ電話でお申し込みください。
　お申し込みいただいた皆さまには、実施前に開催要領やコース案内などを送付しま

　す。

※出発地までの足（車）がない方は、柴田町役場と槻木生涯学習センターから送迎します。

■申 ■問  柴田町観光物産協会　� 56-3970

　親子の絆を題材とした人形劇を開催し

ますので、ぜひご家族・友人お誘い合わ

せでご参加ください。参加は無料です。

�日時／11月2日（火）10：30～11：30
�場所／船岡生涯学習センター

■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

■船岡公民館　� 55-2030

 児童図書　○ちいさなあめふりぐも（せ
なけいこ）○かまきりのかまーくんとい

なごのおやつちゃん（田島征三）○あおいくも（トミー・ウンゲラー）○うごく（た

かはしきよし）○ぞうはわすれないよ（クリスティアーネ・ピーパー）

 一般図書　○道元禅師（上）（中）（下）（立松和平）○ゲゲゲの女房（武良布枝）○日本
新生計画（舛添要一）○僕らの青春（半村良）○信州ハンドクラフト手帖（伊藤まさ

こ）

■西住公民館　� 52-4101

 児童図書　○はなかっぱのだいぼうけん（あきやまただし）○くまのつきのわくん
（片山令子）○みんなの宇宙授業（中川人司・中川沙矢佳）○見習い魔女ティファニー

と懲りない仲間たち（テリー・プラトェット）○めいたんていポアロン（三田村康弘）

○どっちのてにはいっているか？（新井洋行）

 一般図書 　○保守の遺言（中曽根康弘）○お父やんとオジさん（伊集院静）○みん
なの大衆めし（瀬尾幸子）○いのちの森の台所（佐藤初女）○快適シンプルライフ

（阿部洵子）○ラスクの本（下迫綾美）

　平成21年1月から12月に出版された

児童書 300冊を宮城県図書館から借り

受け、展示します。多分野におよぶ児童

書に触れることのできる良い機会です。

ぜひご家族でご覧ください。

�日時／10月26日（火）～11月17日（水）
　9：00～ 16：00　※月曜日を除く（日曜
　日・祝日は開館時のみ）

�場所／船迫公民館

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　太陽の村にある望遠鏡

で秋の星座と木星を観望

します。ぜひご家族など

でお越しください。

�日時／10月26日（火）19：00～20：00
�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。

�協力／柴田町星を見る会

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　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／11月10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

人形劇鑑賞会

子どもの本移動展示会
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第 5回民商まつり開催

　えずこホールでは、広く地域の皆さんに楽しみ、喜んでいただける企画事業として、
宝くじまちの音楽会「南こうせつwith ウー・ファン～心のうたコンサート」を開催し
ます。公演では、二人のアーティストと住民参加者との共演シーンを計画しており、
混声による合唱団を特別に編成し、舞台を大いに盛り上げたいと考えています。
�日時／ 1月 22日（土）18：30～　　�場所／仙南芸術文化センター（えずこホール）
�共演内容／住民合唱（混声）との共演（「ふるさと」「満天の星」の2曲）
�参加条件など／合唱経験不問（高校生以下は保護者の承諾と要送迎）、参加費無料
※3回程度の事前練習に参加可能な方（日程は申し込み時にお知らせします）

�募集人数／50人程度　　�申込期限／11月 30日（火）

■申 ■問  仙南芸術文化センター（えずこホール）　� 52-3004

　町では、燃えるごみ減量のため、生ご

みを堆肥化する「生ごみ処理容器」購入

に補助金を交付しています。容器の購入

をお考えの方は、交付申請の手順をご説

明しますので、お問い合わせください。

�交付条件／町内に住所を有する個人
�補助額／
　�ＥＭ式生ごみ堆肥化容器…購入金額

　　の 2分の 1以内で上限 3,000 円

　�電気式生ごみ処理機…購入金額の 3

　　分の 1以内で上限 20,000 円

■申 ■問  町民環境課　� 55-2113

　口腔内の健康や歯科医療のより正しい

知識を町民に広げることと、電話による

相談という気軽さを通じて、歯科医師と

町民のコミュニケーションを図るため、

下記のとおり相談の受け付けを行います。

�日時／11月8日（月）10：00～16：00
※ 3日以内に歯科医師が直接相談者に回答し
　ます。

■問  宮城県保険医協会　� 022-265-1667

　船岡の町をちょっと詳しく、簡単に案

内できる講座を開講いたします。今回は

「樅ノ木は残った」をテーマに、小説に

出てくる場面を特定して現地を歩き、案

内人の実地講習会になります（もみの木、

原田甲斐の館と津多女の隠居屋敷、東陽

寺の辻、船迫宿と白石川堤など）。時空

の旅を行ったエコミュージアム研究会の

メンバーと一緒に歩いてみませんか？

�日時／ 11月 7日（日）9：00～ 12：00
�集合場所／しばたの郷土館前
�コース／船岡町内から船迫へ約 4�
　特典として、エコミュージアム研究会

が作成した資料を、ガイドブックとして

差し上げます。また、現地案内人として

登録できます。

■申 ■問  エコミュージアム研究会（秋本）
　

　新鮮な地場野菜、果樹や米、もち、豚
汁などの出店やステージ、子どもコー
ナーなど楽しい企画がいっぱいです。空
クジなし抽選券付前売り券は、1枚
1,000 円で発売中です。皆さんのご来
場をお待ちしています。
�日時／11月7日（日）10：00～14：00
�場所／大河原町白石川河川敷

■問  仙南民主商工会　� 55-3267

�日時／ 11月 6日（土）9：00～ 15：00
�場所／宮城刑務所（仙台市若林区古城）
�内容／宮城刑務所施設見学、歴史的資
　料の展示、受刑者の食事試食体験、製
　品開発コンクール出品の展示、性格検
　査の体験、刑務所作業製品展示・即売、
　ちびっこ刑務官写真撮影、地域住民参
　加による各種イベントなど

■問  宮城刑務所　� 022-286-3111

　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／11月5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／11月19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

募 集

「南こうせつwith ウー・ファン～心のうたコンサート」
共演者（参加者）を募集します

みやぎ矯正展

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／11月9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／11月9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

生ごみ処理容器購入に
補助金が出ます

募 集

第 1回現地案内人養成講座
～時空の旅ウォーク第三弾～
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募 集

（社）柴田町シルバー人材センター会員募集

募 集

蔵王男子厨房に入ろう会
11月例会

　地域住民が福祉・介護サービスの意義と重要性について理解を深め、さらに、参加
者自身の日常における身体の動きを再確認し、基本的な介護技術の習得と福祉・介護
に対する意識啓発につなげます。
�日時／ 11月 6日（土）、7日（日）10：00～ 15：00　　�場所／仙台大学
�内容／○講義：高齢者に多い疾病の特徴と予防について
　　　　○演習：対処方法や応急手当について
�対象／福祉・介護への興味と関心がある方
�募集人数／各10人　　�受講料／無料　　�申込期限／10月 29日（金）

■申 ■問  仙台大学事業戦略室　� 55-1621

　画期的なアイディアを考えたが特許を

取ったらもっと有効活用できるか？商品

のデザインを自分だけが使えるようにし

たい！商品や会社のネーミングを自分だ

け使えるようにしたい！などご相談くだ

さい。事前に商工会までご連絡ください。

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

�場所／船岡公民館

■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

　国土交通省と県が協力して、自動車利
用実態を把握し、将来の交通計画を立て
るために「道路交通センサス」を実施し
ます。全国一斉に実施されるこの調査は、
交通量調査および調査対象世帯への自動
車利用状況の訪問調査を行うものです。
調査の対象になりましたら、ご協力をよ
ろしくお願いします。

■問  国土交通省仙台河川国道事務所
　� 022-248-4131
　県道路課　� 022-211-3162
　都市建設課　� 55-2120

�日時／ 11月 6日（土）9：45～ 13：50

�場所／宮城県立角田支援学校

�内容／午前：ステージ発表

　　　　午後：作品展示・販売

■問  宮城県立角田支援学校　� 63-2555

�日時／ 11月 13日（土）17：00～
�場所／白石中央公民館
�内容／穴子の揚げ卸し、穴子の柳川風、
　穴子の笹巻きご飯

�参加費／ 2,000 円
�持ち物／ハンカチ、タオル、エプロン、
　筆記用具

�申込期限／ 11月 6日（土）

■申 ■問  蔵王男子厨房に入ろう会（大和）
　

�日時／10月23日（土）10：00～15：00
�場所／丸森まちづくりセンター
�内容／離婚、遺産分割、親権者の指定
　または変更、家庭問題、金銭、土地・

　建物、クレジット・サラ金、交通事故、

　近隣関係などの問題　※相談は無料、予
　約も不要です。秘密は厳守されます。

■問  大河原調停協会事務局（仙台地方裁判
　所大河原支部内）　� 52-2101

　受給者の皆さまに通知しております

「子ども手当支払通知書」に表記してい

る支給期間、平成 23年 3月分について

のお問い合わせをいただきましたので、

再度、平成 22年度子ども手当について

お知らせいたします。

　平成 22年度に支給されている現在の

子ども手当は、「平成22年度における子

ども手当の支給に関する法律」に基づい

た手当です。平成 22年度だけの制度を

規定するものですので、支給対象月は平

成 23年 3月分までとなります。

　平成 23年度以降の子ども手当につい

ては、現在、国において検討中ですので、

金額などについて決定次第皆さまにお知

らせするとともに、事務手続きを実施し

てまいります。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　10月 30日（土）、31日（日）に仙台大

学大学祭が開催されます。今年のテーマ

は「盛り上がりすぎちゃってゴメンな…

祭！-2010-」です。スポーツ講演会には、

アテネ五輪の体操競技で団体金メダルを

獲得した富田洋之さん、ＮＨＫアナウン

サーの刈屋富士雄さん、お笑いライブに

は、若井オサム、エハラマサヒロ、もう

中学生を迎え、大学祭を盛り上げていた

だきます。また、一般の方も楽しめるイ

ベントが盛りだくさんです。ぜひご来場

ください。

�日時／ 10月 30日（土）、31日（日）

　　　　 10：00～

�場所／仙台大学

■問  大学祭実行委員会　� 55-3019

　就業や互助会活動を通じ、活力あるまちづくりの実現や、暮らしを生き生き元気に
輝かせてみませんか？当センターでは、高齢者の経験や能力に応じたふさわしい仕事
を引き受け、会員の皆さんへ提供しております。詳しくはお問い合わせください。
○女性会員の主な就業・互助会活動例
就業：除草、障子・ふすま ･網戸張り替え、清掃、家事援助、その他簡易な作業など
互助会：ダンス、民謡、カラオケ、パソコン、農作業、軽体操・卓球
その他：手芸・手工芸製作など

■問  （社）柴田町シルバー人材センター　� 58-7400

募 集

仙台大学　福祉・介護サービスチャレンジ教室

かくよう祭
えがお輝く かくよう祭

仙台大学大学祭
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主な行事日学　校
音楽発表会
（児童公開日）

2船岡小学校
� 55-1064

音楽発表会
（一般公開日）

6

振替休業日8

芸術銀河 201022

歌の集い5槻木小学校
� 56-1029 避難訓練9

音楽発表会
（児童公開日）

10

音楽発表会
（保護者公開日）

13

三校ＰＴＡレク20

図書祭り25～26

持久走大会12柴田小学校
� 56-1430 避難訓練16

三校ＰＴＡレク20

落ち葉拾い26

持久走大会10船迫小学校
� 55-5394 落ち葉拾い26

持久走大会11西住小学校
� 53-3227 避難訓練15

わくわくまつり22

教育面談24～30

おみこし練り歩き
（1・2年）

5東船岡小学校
� 55-1811

東船岡秋祭り6

振替休業日8

避難訓練12

教育面談・フリー
学習参観

24～30

持久走記録会26

職場体験（1年）2・4～5船岡中学校
� 55-1162 学校訪問（2年）2

進路説明会（3年）5

三者面談8～16

期末考査19・22

避難訓練22

進路説明会（3年）9槻木中学校
� 56-1331 三者面談11～18

三校ＰＴＡレク20

学習相談 day22～24

期末考査25～26

避難訓練26

進路説明会（3年）4船迫中学校
� 54-1225 三者面談11～18

期末考査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。

 10 月 30日（土）
○柴田町親善ゲートボール大会…柴田町並松グラウンド　9：00～ 12：30
　町内の愛好者たちの熱戦が繰り広げられます！

○タグ・ラグビー交流会…仙台大学サッカー・ラグビー場　9：00～ 15：00
　仙南地区のちびっ子ラガーマンによる熱き戦い！

○グラウンド・ゴルフ大会…仙台大学陸上競技場　8：00～ 12：00
　町内のグラウンド・ゴルフ愛好者たちが大集合！

 10 月 31日（日）
○仙南地区卓球大会…船岡小学校体育館　9：00～ 19：00
　仙南地区の中学生卓球愛好者たちが大集合！

○キッズ・サッカー遊び…仙台大学サッカー・ラグビー場　10：00～ 12：00
　町内の未就学児の親子が楽しくプレーします！

○町民フリーマーケット…仙台大学構内　10：00～ 15：00
　町民の方々による出店です。

○水上フェスティバル…仙台大学構内室内水泳プール　9：00～ 14：00
　健康スイミングスクール会員による水泳大会！

 10月 30日・31日の両日開催
○震災チャリティーバザーくりはら…仙台大学構内　9：00～ 16：00
　岩手・宮城内陸地震被害者支援のためのチャリティーバザーです。

■問  仙台大学学生課　� 55-3019　スポーツ振興室　� 55-2030

「花のまちづくりを考えるシンポジウム」～みんなで考えよう！花のまち柴田～
　「花のまち」として美しくにぎわいのある町を目指して、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
�内容／○講演（先進事例の紹介とハンギングバスケットの作り方の実演）
　○パネルディスカッション　○鉢花の即売会
※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。
※事前の申し込みは不要です。

花のまち柴田「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（旧勤労青少年ホーム前）、白石川河川敷（柴田大橋下北船岡側）
�持ち物／軍手、スコップ、移植ベラ　※作業しやすい服装でお集まりください。

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

仙台大学大学祭と同時開催

2010 スポーツフェスティバル in 柴田
期日：10月 30日（土）・31日（日）　  場所：仙台大学ほか

「農作業安全のための注意点」　�機械の点検整備は計画的に早めに行う　　�休憩の取れる無理のない作業計画を　　
�狭い道では路肩の状況を事前確認　　�作業に適した服装を　　�ほ場の出入りあぜ越えは慎重に　　
�点検調整時は初めにエンジン停止　　�日没に備えて反射板の装着点検の徹底　　�大丈夫と過信しないで正しい操作

　　　　　　　　　■問  農政課　� 55-2122　　
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