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　受験期の中学3年生を対象にした町教育委員会主催「冬季受験力アップ学習会」に

おいて、学習サポートをしていただける「学習支援ボランティア」を募集します。ぜ

ひ、町内中学生の高校受験の支援にお力をお貸しください。

�日時／平成23年 1月 5日（水）～ 7日（金）13：00～ 15：00
�場所／船迫生涯学習センター　　　　�指導教科／英語、数学
�申込期限／11月 30日（火）　　　　�主催／柴田町教育委員会

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

　「サークルに新しいメンバーを増やしたい」「自分が持っている知識や技能を役立てたい」など、そんな意欲をお持ちの団体や、

地域の名人・達人の情報を集め、広く町民の皆さんに紹介する「柴田町生涯学習団体・人材バンク」を、平成23年度から設置し

ます。分野・レベルは問いません。歴史、芸術、手芸、自然活動、昔話、漬物作りなど、皆さんの登録をお待ちしております。

�登録方法／「柴田町生涯学習団体・人材バンク登録申請書兼承諾書」（以下「登録申請書」）に必要事項を記入の上、生涯学習課
　または各生涯学習センター、しばたの郷土館に提出ください。「登録申請書」は、生涯学習課、各生涯学習センターまたはしばた

　の郷土館に設置してあります。また、町ホームページからダウンロードすることもできます。

�登録情報の公開について／
①氏名、団体名、団体代表者名、活動内容、活動対象者、活動時間・曜日、報酬などの希望条件を公開します。公開する情報　

　を掲載した名簿は、生涯学習課および各生涯学習センター、しばたの郷土館に設置するほか、町ホームページに掲載し、町民

　の皆さんに自由に閲覧していただきます。

②住所、電話番号などの連絡先は公開しません。ただし、利用申請があった時に、登録者が希望する連絡先（電話番号、ＦＡＸ

　番号、Ｅメールアドレスのいずれか）を利用申請者にお知らせします。その後、利用申請者が直接登録者へ連絡します。

�団体・人材バンク利用の流れ／

　

�登録期間／登録期間は、登録日の属する年度の末日とします（例えば、平成23年 5月に登録した場合、登録期間は平成24年
　3月まで）。ただし、平成22年度中に登録された団体・個人については、平成23年 4月から平成24年 3月までを登録期間と

　します。以降、取り消しの申し出がない限り、1年ごとに自動更新します。

�申請期限／申請は随時受け付けます。ただし、平成23年 4月に公開を予定している名簿については、平成23年 2月 28日ま
　でに提出していただいた登録申請書により作成します。以降、申請があったものについては、随時名簿に追記します。

�注意事項／
①営利・政治・宗教活動などを目的とする場合は登録できません。

②登録申請後、内容に変更が生じた場合は、生涯学習課へご連絡願います。

③活動に伴い発生した事故および損害については、生涯学習課は責任を負いません。利用者とのトラブルは、自主的に解決願い

　ます。

④「柴田町生涯学習団体・人材バンク」は公開を目的としています。公開された情報の二次的な使用については、生涯学習課は

　責任を負いません ｡

■問  生涯学習課　� 55-2135

募 集

中学3年生対象「冬季受験力アップ学習会」の
学習支援ボランティア募集
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募 集

介護保険認定調査員募集
�対象／60歳未満の方で介護支援専門員の資格を有し、介護支援専門員実務研修を
　受講している方で、普通自動車運転免許を取得している方

�雇用期間／12月 1日～平成 23年 3月 31日　　　�募集人数／1人
�業務内容／介護保険要介護認定事務に係る調査　　　�賃金／1時間 1,100円
�勤務時間／月曜日～金曜日、8時 30分～ 17時 15分（月 116時間以内）
�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、資格証の写しを添付の上お申し込みください。
�選考方法／書類審査のほか面接を行います。
�申込期限／11月 25日（木）

■申 ■問  福祉課　� 55-2159

　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／ 12月 3日（金）
　10：00～ 12：00、13：00～ 13：45

�場所／柴田町役場
�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

　伊達政宗騎馬像の作者として有名な小室達先生のこれまであまり知られていない作品

を中心に紹介します。

�会期／平成23年 1月 30日（日）まで　　　�開館時間／9：00～16：30

�入場料／大人200円、高校生100円、小中学生50円（20人以上で団体割引有）

�日時／ 12月 25日（土）9：00～12：00

�内容／縄ないを体験し、「玄関飾り」と「小輪っか」を作ります。

�募集人数／20人（先着順）　　　�参加費／500円（材料代）

�持ち物／剪定ばさみ（わら切り用）、ペンチ、エプロン、タオル

「小室達展」

�日時／12月3日（金）10：00～11：00
�場所／子育て支援センター
�内容／「たのしいディズニーの世界」
　アリスもくるよ♪

　講師：阿部弘子先生

�対象／就学前までのお子さんと保護者
�募集人数／ 50組
�申込期限／ 12月 2日（木）

■申 ■問  子育て支援センターるんるん
　� 54-4040

親子るんるんコンサート
～♪みんなで楽しいクリスマス♪～

　町では、町内の一人暮らし高齢者や災害時要援護者の方を対象に「救急安心カード」

を配布します。筒状の容器（キッド）の中に、かかりつけ医や緊急連絡先などの情報

を記入した救急安心カードを入れ、自宅の冷蔵庫内に保管して置くものです。急病時

に救急車を呼ぶ場合や突然の災害に被災した場合など、本人に意識がなくてもこれら

の情報がその場で確認でき、医療機関への引き継ぎや緊急の連絡に役立てることがで

きます。安心カードの配布は、第1段としまして町内にお住まいで75歳以上の一人

暮らしの方と災害時要援護者に登録された方に、民生委員・児童委員がお届けします。

また、順次に高齢者世帯などへの配布も計画しています。

�第1段お届け期間／12月 1日～平成 23年 3月末

■問  福祉課　� 55-5010

　郷土に伝わる民話を聞き、昔の文化や

歴史を楽しく学びませんか。参加は無料

です。

�日時／ 11月 26日（金）15：30～

�場所／船岡生涯学習センター

�講師／柴田かたりべの会

■問  船岡生涯学習センター  � 59-2520

　ユーモアあふれる講師の話と、簡単にできる体操で、心も身体もほぐしてみません

か？どなたでも参加できますので、ぜひお気軽に足をお運びください。参加は無料で

す。

�日時／ 11月 19日（金）13：30～ 15：00　　　�場所／保健センター４階
�講師／今野あや子氏（福祉レクワーカー・ＡＤＬ体操指導員）

■問  生涯学習課　� 55-2135

　太陽の村にある望遠鏡で、木星と秋か

ら冬の星座を観望します。ぜひご家族で

お越しください。

�日時／11月23日（火）19：00～20：00
�場所／柴田町太陽の村「太陽の家」屋上
※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） 

募 集

柴田町各種婦人団体連絡協議会主催健康講座

「軽快なリズムで心と身体のリフレッシュ」

しめ縄作り体験学習

民話を聞こう

木星と秋から冬の星座を
見つけよう～天体観望教室～
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おむすびころりん結成 20周年記念

丘 修三氏 講演会

参加者募集

にこにこ妊婦歯っぴータイム

　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、北の大地

の俊足ライナーとヨーロッパの新幹線シリーズです。参加は無料です。

�日時／ 12月 5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ゲージ模型持参は可能（運転は11：50～ 12：40）
�対象／子どもから大人まで（未就学児は保護者付き添い）
�申込期限／12月 3日（金）
�しばたおもちゃ病院／運転会当日、同じ会場に開院します。動かなくなったおもち
　ゃを直してもらおう（10：00～ 15：00、修理無料）。

■申 ■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　「お正月は着物で過ごしてみたい」「自

分で着物を着られたらいいな」と思いの

方、参加しませんか。成人式を迎えられ

る方も大歓迎です。参加は無料です。

�日時／ 12月 4日、11日、18日の土
　曜日 13：00～

�場所／船迫生涯学習センター
�対象／子どもから大人まで（男女問わず）
�募集人数／ 20人
�持ち物／着物、帯、紐（5本）、着物用
　下着一式、長襦袢、帯枕、帯上げなど

�講師／佐藤栄子氏（新装きもの学院講師）
�申込期限／ 11月 27日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　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／12月8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

　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など

�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

　相続、贈与などにより取得した生命保険契約や損害保険契約などに係る年金の所得

税の取り扱いを改めることとしました。この取り扱いの変更により、所得税の還付を

受けることができる場合があります。

　詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄

りの税務署にお問い合わせください。

■問  大河原税務署　� 52-2202

　長時間労働の抑制などの労働時間の適正化を図るため「労働時間適正化キャンペー

ン」を設定し、以下を中心に、労使をはじめとする関係者の方に、広く周知・啓発な

どを行い、その主体的な取り組みを促進することが「労働時間適正化キャンペーン」

の主な趣旨です。

○時間外労働協定の適正化などによる時間外・休日労働の削減

○長時間労働者への医師による面接指導など労働者の健康管理に係る措置の徹底

○労働時間の適正な把握の徹底

■問  宮城労働局労働基準部監督課　� 022-299-8838

　絵本読み聞かせの会「おむすびころり

ん」が、柴田町で活動を始めて早 20年

が経ちました。現在は、船迫生涯学習セ

ンターや柴田町図書館、船迫小学校の朝

読書の時間に絵本の読み聞かせを行って

います。これまで支えてくださった皆さ

まに感謝の心を込めて、丘修三氏の講演

会を企画いたしました。どうぞお気軽に

お越しください。参加は無料です。

�日時／12月4日（土）13：30～17：00
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／第1部  大人のための読み聞かせ
　第 2部　講演「共に生きる」

　　　　 　講師：丘修三氏（児童文学作家）

　第 3部　懇談会（講師を囲んでの茶話会）

■問  おむすびころりん（白内）
　

募 集

東北新幹線全線開通記念

第 5回Ｎゲージ（鉄道模型）運転会を開催します
「おもちゃ病院」も同時開院

募 集

お正月に着物を着よう！



お知らせ版●4 第 664号

　国民年金の加入中などに、初診日がある病気やけがなどで障害の状態になったとき、

障害認定日（初診日から1年 6カ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定し

た日）において、障害等級の1級または 2級に該当した場合は、障害基礎年金を受け

ることができます。

　ただし、障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの「国民年

金に加入しなければならない期間」のうち、3分の 2以上の期間が、保険料を納めた

期間、または保険料を免除された期間であるという「保険料の納付要件（3分の 2要

件）」を満たす必要があります。

　また、「3分の 2要件」を満たせなくとも、平成28年 3月 31日以前に初診日があ

る場合、特例として初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなけ

ればよいことになっています。

　なお、20歳前に初診日のある病気やけがによって障害の状態になった方は、障害等

級の1級または 2級に該当すれば20歳から（障害認定日が20歳以降の場合は、障

害認定日から）受給できます。ただし、本人に一定額以上の所得やほかの年金の受給

がある場合、支給が制限されます。

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

　東禅寺本堂にて、実力と才能あふれる

若手落語家の本格落語をお聴きいただき

ます。お気軽にお問い合わせください。

�日時／11月28日（日）13：30～15：30
�場所／東禅寺
�入場料（木戸銭）／ 500円
�主催／東禅寺寺子屋企画、しばた花鹿笑会

■問  東禅寺（内嶋）　

募 集

ミニ門松づくり体験
（親子ものづくり教室）

こどもの本っておもしろい

東禅寺チャリティー寄席

春風亭一之輔独演会開催

　宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時・パートタイマー・アルバイトなど

を含む）に適用される宮城県最低賃金（現行662円）は、下記の金額に改正されまし

た。

�時間額／674円　　　�効力発生年月日／平成22年 10月 24日

■問  宮城労働局労働基準部賃金室　� 022-299-8841

　絵本や紙芝居、わらべうたを一緒に楽

しんでみませんか。好きな絵本やお薦め

したい本があったらお持ちください。読

み合いましょう。参加は無料です。

�日時／11月17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）
　

　県が行う食の安全安心に関するアンケートの協力や講習会などへの参加、および県

に対して食の安全安心に関する提言をしていただけるモニターを募集しています。県

内在住の満18歳以上の方であればどなたでも登録でき、登録された方には、食品表

示ハンドブックをプレゼントします。参加できる範囲での活動で構いませんので、お

気軽にご登録ください。

■問  県環境生活部食と暮らしの安全推進課　� 022-211-2643
　http://www.pref.miyagi.jp/shoku-k/

　大正琴は、楽譜の読めない方でも気軽

に始められます。この機会に一度、体験

してみませんか。参加は無料です。

�日時／11月25日（木）14：00～15：30
�場所／船岡生涯学習センター
�持ち物／筆記用具、老眼鏡（必要な方）
※体験用の大正琴は会場に準備しています。
　直接、時間までに会場へお越しください。

■問  すみれ大正琴愛好会（滝）
　

�日時／ 11月 21日（日）13：00～ 16：00　　　�場所／竹駒神社参集殿

�内容／第1部　講演「相続問題等について」　講師：石井慎也氏（弁護士）

　　　　第2部　不動産に関する無料相談会
※先着100人に「あなたの不動産 税金は」を進呈

■問  （社）宮城県宅地建物取引業協会　� 022-266-0011

　親子で「ミニ門松」を作って、お正月

に飾ってみませんか。

�日時／12月25日（土）9：30～11：30
�場所／西住公民館
�募集人数／小学生の親子 5組
�参加費／ 1組 200円
�持ち物／軍手・糸のこ
�申込期限／ 12月 21日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

募 集

みやぎ食の安全安心消費者モニター募集中！

不動産フェアー
不動産相続や不動産に関するお悩みはございませんか？
「弁護士による不動産相続に関するセミナー」

【不動産無料相談同時開催】

大正琴無料体験会

宮城県最低賃金宮城県最低賃金について
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募 集

宮城いきいき学園

平成 23年 4月入学生募集

�日時／平成23年 1月 15日までの毎週土曜日12：30～17：00（11月20日を除く）

�場所／東北大学川内南キャンパス

�相談方法／

　①電話受付：事前に電話にて相談内容を受け付け、指定する土曜日まで学生が検討

　　　　　　　を重ねます。

�電話受付時間／平成23年 1月 12日までの平日 10：30～ 14：30（祝日を除く）

　②回答：指定する土曜日に来所いただき、再度お話を伺った後、担当学生が法的判

　　　　　断を行ないます。

　　　　　※希望により、本学教授・准教授・弁護士からの補足説明を受けることも可能です。

�相談内容／離婚、相続、土地の売買、建物賃貸借など、民事法一般。ただし、刑事

　事件・弁護士依頼済みのもの・訴訟（調停）係属中のものを除く。

■問  東北大学無料法律相談所　� 022-795-6243

　「第 62回人権週間」行事の一環として、
下記により「暮らしの悩みごと相談」を
開設します。人権擁護委員のほか、行政
相談委員・生活相談員・消費生活相談員
が、家族・近隣・子どもや高齢者関係な
どの相談に応じます。併せて、公証人に
よる「公証相談」も開設します（柴田町
役場のみ）。秘密は守られますので、お
気軽にご相談ください。
�日時／12月8日（水）10：00～15：00
　（公証相談は、10：00～ 12：00）
�場所／役場 4階委員会室（公証相談有）
　　　　槻木生涯学習センター

■問  町民環境課　� 55-2113

　防衛省では、陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集しています。詳しくはお問い合わ

せください。

�身分／特別職国家公務員（生徒）※自衛官ではありません。

�手当／生徒手当：月額94,900 円、期末手当：年2回（6月・12月）

�応募資格／15歳以上 17歳未満の男子（平成6年 4月 2日～平成 8年 4月 1日生

　まれの方）

�募集期限／平成23年 1月 7日（金）

�試験期日／1次試験：平成23年 1月 22日（土）、2次試験：平成23年 2月 5日

　（土）～8日（火）の指定する1日
※今年度から「推薦入試」も実施します。

■申 ■問  自衛隊大河原地域事務所　� 53-2185、総務課　� 55-2111

　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。
�日時／ 11月 16日（火）、30日（火）
　10：00～ 11：45
�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

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

　放送大学では、平成23年度第 1学期（4月入学）の学生を募集中です。放送大学

はテレビやラジオの放送、インターネットなどを通して学ぶ遠隔教育の大学です。心

理学、福祉、経済、歴史、文学、自然科学など、幅広い分野を学べます。働きながら

学んで大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い世代、職

業の方が学んでいます。

○15歳以上の方なら、1科目から学習する選科履修生・科目履修生として入学でき

　ます。

○18歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、学力試験はなく、全科履修生として

　入学でき、4年以上在学して、124単位以上を修得し卒業すると、学士（教養）の

　学位を取得できます。

○一つの分野を体系的に学びたい方には「放送大学エキスパート」を実施しています。

�出願期限／平成23年 2月 28日（月）

　資料を無料で差し上げています。お気軽にご請求ください。放送大学ホームページ

でも受け付けています。

■申 ■問  放送大学宮城学習センター　� 022-224-0651　� 022-224-0585
　http://www.campus.ouj.ac.jp/̃miyagi/

　生きがいと健康づくりを目指し、地域
活動の指導者として必要な内容・方法を
体験を通して身に付けます。
�対象／県内居住のおおむね60歳以上の方
�場所／①仙南校　②大崎校　③石巻校
　④気仙沼・本吉校　⑤登米・栗原校
�募集人数／各校 40人
�学習期間／年間 22回程度：2学年制
�募集期限／平成23年1月31日（月）※必着
�入学金／ 5,000 円
�受講料／年 20,000 円
※申込書は、各市町村の福祉担当課や生涯学習課
　および当会ホームページからも入手できます。

■申 ■問  宮城県社会福祉協議会
　� 022-225-8477
　http://www.miyagi-sfk.net/

募 集

平成22年度

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

募 集

放送大学 4月生募集

子育てひろば“ゆるりん”
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主な行事日学　校
授業参観・懇談会3船岡小学校

� 55-1064 教育面談8～16

夢コンサート（6年）10

学習参観日1槻木小学校
� 56-1029 夢コンサート（6年）10

お楽しみ集会16

吹奏楽部アンサン
ブルコンテスト仙
南地区大会

19

授業参観・懇談会3柴田小学校
� 56-1430 夢コンサート（6年）10

授業参観・懇談会1船迫小学校
� 55-5394 夢コンサート（6年）10

お楽しみ集会14

夢コンサート（5・6年）10西住小学校
� 53-3227 栄養士訪問（1・2年）14

夢コンサート（6年）10
東船岡小学校
� 55-1811

夢コンサート（1年）10船岡中学校
� 55-1162 授業参観・学年Ｐ

ＴＡ
11

夢コンサート（1年）10槻木中学校
� 56-1331 授業参観・学年Ｐ

ＴＡ
11

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ

9船迫中学校
� 54-1225

夢コンサート（1年）10

終業式22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。

　電話で息子の実名を名乗る振り込め詐

欺が発生しております。犯人は、大河原

商業高等学校、柴田農林高等学校、白石

工業高等学校や東北工業大学の卒業名簿

などで電話をしているようです。また、

警察官を名乗る振り込め詐欺も増加して

おります。被害者は高齢者の方が多いで

すが、50代での被害者も発生しており

ます。

≪こんな電話には注意≫
　「携帯電話が壊れて、新しい電話番号

になった」「会社のお金を使いこんでし

まった」など

≪被害に遭わないために≫
○振り込む前に息子の従来の携帯電話番

　号に電話する。

○従来の電話番号を確認する。

○振り込む前に家族などに相談する。

　子どもと連絡が取れない場合でもすぐ

には振り込まないで、警察などに相談し

てください。振り込みなどの電話があっ

た場合、怪しいと思ったら警察相談窓口

に相談ください。自分は大丈夫という過

信の隙間を犯人は狙っています。

�警察相談窓口／
　♯ 9110または� 022-266-9110

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　地場産そば粉を使用した、太陽の村の

そば打ち教室は、そば打ちの技を磨くの

に最適です。

�日時／ 12月 12日（日）、26日（日）
　9：30～ 12：00

�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／各 10人（先着順）
�参加費／ 2,000 円（昼食付き）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器
�申込期限／各開催日の前日

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　月間予定表と日記、統計資料、仕事や

生活に役立つ資料などが掲載されていま

す。予約の必要はありません。

�販売期間／11月25日（木）～12月20
　日（月）9：00～ 17：00（土・日曜日、

　祝日を除く）

�販売場所／まちづくり政策課、槻木事
　務所

�販売価格／ 500円（消費税込み）
�規格／ 17.5�× 8.8�　

■問  まちづくり政策課　� 54-2111

　入院や手術の保証人や、就職の際の身元保証人、アパート、マンションを借りる場合

の連帯保証人など、保証人を必要とする場面は多いものです。近年、インターネット

で契約が行えるという手軽さから、保証人紹介サービスを利用する人が増えています。

しかし、保証人を紹介してもらうに当たって高額な利用料金を請求されたり、キャン

セルしても料金の返金に応じないなどの被害が報告されています。また、債務は紹介

業者が代位弁済するので保証人は一切返済不要とうたって、名義を貸してくれる消費

者を募集し、実際は多額の債務を負担しなければならなくなる被害も発生しています。

○安易に保証人紹介業者へのインターネット登録はしない。

○金銭を請求されても根拠のない請求には応じない。

○保証人としての名義登録は絶対しない。

　最近、柴田町内の方に「消費者支援センター」を名乗る不審なはがきが送付された

との報告がありました。その内容は【「料金未払い」「規約違反」のため訴状申請され

ました。すぐ連絡してください。】というものです。しかし、「消費者支援センター」

は存在しません。絶対に書かれている電話番号に連絡しないようにしてください。心

配な時は下記にご相談ください。

■問  町民環境課消費生活相談　� 55-2113

　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／12月3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／12月10日（金）、16日（木）、
　　　  　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

保証人紹介の被害に注意！　　

不審なはがきに注意！

参加者募集

太陽の村

本格そば打ち教室
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