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　しばたの郷土館のふるさと文化伝承館内に

図書館を設置するにあたり、準備作業のお手

伝いをしていただける方を募集します。

�活動内容／寄贈図書の整理作業など
�活動期間／9月から図書館開館まで（約1年
　間程度）

�活動回数／週 1～ 2回
�活動時間／9：00～17：00の間の2時間程
　度（午前または午後）

�活動場所／生涯学習施設
※活動回数及び活動時間は、寄贈本の収集状況に
　より変わります。

�応募方法／応募用紙に必要事項を記入の上、
　郵送、ＦＡＸ、Ｅメール、持参のいずれか

　で生涯学習課にご応募ください。応募用紙

　は生涯学習課、各生涯学習センター、郷土

　館にあります。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。

�応募締切／ 8月 21日（金）
　なお、応募された方は、下記のとおり実施

する説明会に出席願います。

�日時／ 9月 4日（金）14:00 ～
�場所／保健センター 3階　講習室

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

　あなたのちょっとした思い、アイディアが生き生きとした暮らしの原動力にな

るかもしれません。一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしています。

�内容／少人数のグループで話し合いや作業を行います。

①誰もが持っている「町内会や自治会、住民活動団体の活動での課題、悩み」

　はどんなこと？

②課題や悩みの解決策は？ちょっとした知恵やアイディアを出し合って。

③「住民自治」ってどんなこと？　※まちづくりの重要なキーワードとして使われて
　　 いる「住民自治」を一緒に考えてみましょう。

■船迫中学校区にお住まいの方

�日時／ 8月 8日（土）13:00 ～ 16:00

�場所／船迫生涯学習センター2階・会議室

■船岡中学校区にお住まいの方

�日時／ 8月 22日（土）13:00 ～ 16:00

�場所／保健センター4階・会議室

■槻木中学校区にお住まいの方

�日時／ 9月 5日（土）13:00 ～ 16:00

�場所／農村環境改善センター1階・多目的ホール

※どなたでも参加OK！該当する中学校区以外でも参加できます。

�主催／住民自治基本条例をつくる会

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

柴田町図書館準備会

メンバー募集
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　平成 20年度から、40歳から 74歳までの

方を対象にメタボリックシンドロームに着目

した特定健診を実施しています。

　対象者には 8月上旬までに、受診券を配布

いたします。受診券に必要事項を記入し、国

民健康保険証を持参の上、指定された日に受

診してください。
※職場などで健診を受けた方または受ける予定の
　方は除きます。

�自己負担料／ 1,400 円
　なお、町国民健康保険加入者で 40歳から

64歳までの方は、集団の健診ではなく、町内

の医療機関で受診していただく個別の健診に

なります。対象者には直接受診券を送付いた

します。

　受診券と健康保険証を持参し指定の日に受

診ください。
※自己負担料は被用者保険により違います。また、
　被用者保険によって、受診できない場合もあり
　ますので、保険証を発行している医療保険者に
　お問い合わせください。

�健診内容（共通）／問診、診察、計測（身長、
　体重、腹囲、血圧）、採血検査（脂質、肝機

　能、血糖）、尿検査
※心電図、眼底、貧血検査はありません。血糖検査
　はヘモグロビンＡ 1ｃを実施します。

　

　対象者は、75歳以上（一定の障害がある方

は 65歳以上）の方、平成 21年 9月 30日ま

でに 75歳の誕生日を迎える方。

　対象者には 8月上旬までに、受診券を配布

いたします。受診券に必要事項を記入し、後

期高齢者医療被保険者証を持参のうえ指定さ

れた日に受診してください。
※自己負担はありません。

�健診内容／問診、診察、計測（身長、体重、
　血圧）、採血検査（脂質、肝機能、血糖）、

　尿検査
※心電図、眼底、貧血検査はありません。血糖検査
　はヘモグロビンＡ 1ｃを実施します。

■問  町民環境課　� 55-2114

　次の検診等を申し込まれた方に受診票などを配布します。8月 16日（日）まで

に受診票が届かない場合はご連絡ください。申し込まれなかった方で受診をご希

望の方は 9月25日（金）までお申し込みください。当日会場での申し込みはでき

ません。

※対象の年齢は、平成22年 3月 31日現在です。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

【結核・肺がん検診（Ｘ線写真撮影）】
�対象／○結核検診：65歳以上の方（肺がん検診も兼ねて受けられます）

　○肺がん検診：40歳以上の方（65歳以上の方は結核検診も兼ねて受けら

　　れます）

　　職場や医療機関で受けた方または受ける予定の方および治療中の方な

　どは対象外となります。

�検診内容／胸部レントゲン間接撮影

�自己負担料／①65歳以上の方　無料　②40歳～64歳の町国民健康保険

　加入者　200円　③上記以外の方　400円

【肺がん検診（かくたん細胞診検査）】
�対象／ 50歳以上で多量に喫煙されている方または 40歳以上で最近 6カ

　月以内に血の混じっているたんのあった方

�検診内容／受診票は当日作成します。たんを3日間続けて採り、保健セン

　ターまたは槻木事務所にご提出ください。

�自己負担料／① 75歳以上の方および町国民健康保険加入者　400円

　②上記以外の方　800円

【肝炎ウイルス検診】
�対象／① 40歳の方（職場などで受けたことがある方または受ける予定の

　方を除く）　40歳の方全員に受診票を送付しますが、職場等で受けたこと

　がある方または受ける予定の方は受診する必要はありません。　

　② 41歳以上で、過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない方で受診を

　希望される方（電話でのお申し込みが必要です）

�検診内容／問診、採血検査（Ｂ型：HBs 抗原検査、Ｃ型：HCv抗体検査）

�自己負担料／ 700円

【基本健康診査】
�対象／ 40歳以上で、次のいずれかの条件に該当する方

　①生活保護受給者

　② 4月 2日以降に柴田町国民健康保険に加入された方

　③ 4月 2日以降に柴田町国民健康保険を喪失された方

　職場などで健診を受けた方または受ける予定の方および特定健康診査ま

たは後期高齢者健康診査対象者は対象外となります。

�健診内容／診察、計測（身体、血圧、腹囲）、検査（脂質、肝機能、ヘモ

　グロビンA1c、尿、腎機能）※心電図、眼底、貧血検査はありません。

�自己負担料／① 65歳以上　1,400 円　② 40歳～ 64歳　1,700 円

被用者保険（協会けんぽ・共済組合・健
康保険組合など）の被扶養者（40歳から
74歳）で、受診券が発行されている方

町国民健康保険加入者で65歳～74歳、
平成21年10月1日以降に75歳の誕生
日を迎える方
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 お願いとお知らせ

○会場の駐車場は大変混雑します。混雑を避けるため、近所の方と乗り合いなどで来

　られるようご協力をお願いします。

○受付開始直後は大変混み合いますのでご了承ください。混雑状況によっては座って

　お待ちいただくことができない場合もあります。なるべく時間帯をずらして来られ

　るようご協力をお願いします。

○指定日時が都合の悪い場合は、都合の良い日時で受診してください。

■問  町民環境課（町国保特定健康診査、後期高齢者健康診査担当）� 55-2114
　 健康福祉課（結核・肺がん検診、肝炎ウイルス検診、基本健康診査担当）� 55-2160

場所（所在地）対象行政区受付時間月日

農村環境改善
センター（入間田）

23、24、269:00 ～ 10:308 ／ 21
（金） 21、22、25、2710:30 ～ 12:00

船岡生涯学習
センター
（中名生）

11Ａ9:00 ～ 10:308 ／ 25
（火） 12Ｂ10:30 ～ 12:00

12 Ａ9:00 ～ 10:308 ／ 26
（水） 11Ｂ10:30 ～ 12:00

槻木生涯学習
センター
（槻木下町）

289:00 ～ 10:308 ／ 27
（木） 1410:30 ～ 12:00

16（下町 1丁目・2丁目）9:00 ～ 10:308 ／ 28
（金） 16（上記以外）10:30 ～ 12:00

平日受診
できない方

17Ｂ（松ヶ越 2丁目）9:00 ～ 10:308 ／ 29
（土） 17Ｂ（上記以外）10:30 ～ 12:00

13（白幡 2丁目、3丁目、4丁目）9:00 ～ 10:309 ／ 1
（火） 13（上記以外）、1510:30 ～ 12:00

17 Ａ（槻木西 1丁目、2丁目）9:00 ～ 10:30
9 ／ 2
（水）

17Ａ（上記以外）10:30 ～ 12:00

日中受診できない方17:30 ～ 18:30

18 Ｂ、199:00 ～ 10:309 ／ 3
（木） 18Ａ、2010:30 ～ 12:00

船迫生涯学習
センター
（西船迫）

29Ｂ（北船岡 1丁目、西船迫 2丁目、本船迫）9:00 ～ 10:309 ／ 8
（火） 29Ｄ10:30 ～ 12:00

29 Ｂ（北船岡 3丁目）9:00 ～ 10:309 ／ 9
（水） 29Ａ10:30 ～ 12:00

29 Ｃ（西船迫 3丁目、本船迫）9:00 ～ 10:309 ／ 10
（木） 29Ｃ（上記以外）10:30 ～ 12:00

29 Ｂ（北船岡 2丁目）9:00 ～ 10:309 ／ 11
（金） 1010:30 ～ 12:00

保健センター
（役場）

19:00 ～ 10:309 ／ 18
（金） 310:30 ～ 12:00

5、9Ｂ9:00 ～ 10:309 ／ 24
（木） 810:30 ～ 12:00

30（清住町）9:00 ～ 10:30
9 ／ 25
（金）

30（上記以外）10:30 ～ 12:00

日中受診できない方17:30 ～ 18:30

平日受診
できない方

29:00 ～ 10:309 ／ 26
（土） 7Ｂ10:30 ～ 12:00

6 Ｂ9:00 ～ 10:309 ／ 28
（月） 6Ａ10:30 ～ 12:00

7 Ａ9:00 ～ 10:309 ／ 29
（火） 9Ａ10:30 ～ 12:00

49:00 ～ 10:309 ／ 30
（水） 11Ｃ10:30 ～ 12:00
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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）。

柴田町民体育館
8月 9 日（日） 9:00～16:00

8月23日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
8月 2 日（日） 9:00～16:00

8月16日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
8月 9 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／8 月11 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／8 月20 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

9
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

�利用時間／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）
�無料開放日時／ 8月 16日（日）  毎月第 3日曜日
○…全面利用可能　　☆…レッスン実施中は利用不可　　×…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コース分利用可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

※土曜日（第 2・4）はホットヨガを予
　定しているため、一部プールサイド
　の利用をご遠慮ください。

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 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木水火月日土

☆☆☆☆☆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

　7月 1日付で、前任の本多敬一さん、

郡山登美子さんにかわり佐久間捷哉さん、

木島基子さんが新しく人権擁護委員とし

て、法務大臣から委嘱されました。

　人権擁護委員は、人として幸せな毎日

を送るための権利が侵害されないよう、

家庭内のもめごとや隣近所とのトラブル、

いじめや差別などの相談に応じています。

また、人権の大切さについて理解を深め

る活動を行っています。秘密は固く守り

ますので、お気軽にご相談ください。

■問  町民環境課　� 55-2113

○生活機能評価とは

　心や体の動き（心身機能）だけでなく、日常生活を送る機能全体をいいます。これ

は、健康診断とは別に行われるもので、心身および日常生活の機能が低下していない

か検査を行うことが「生活機能評価」です。

○対象となる方　

　65歳以上の介護保険第一号被保険者で、要支援・要介護認定者を除く方を対象に、

柴田町（介護保険者）が実施します。なお、対象となる方には通知書を送付します。
※検査の日程は集団検診と同じで、受検はご本人の自由です。

○自己負担はありません

○生活機能評価の流れ（集団で、それぞれの受診会場で実施します）

①通知した受診票や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、介護予防事業などへの参加となり

　ます。

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）� 55-2159

骨髄バンクに
ご登録ください

　白血病など血液難病患者の皆さんを

救うために、骨髄バンクの登録をお待

ちしています。（要予約）

�日時／ 8月 11日（火）・25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

　エイズ相談や抗体検査（採血）を匿

名で受けることができます。（要予約）

�日時／ 8月 11日（火）・25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。

エイズ相談・抗体検査

■予 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

　野外でゲームを楽しみ、その後は飯ご

うでご飯を炊きカレーライスを作って親

子で楽しい時間を過ごしませんか！

�日時／ 9月 6日（日）9:30 ～ 13:00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／小学生の親子
�募集人数／ 10組（先着順）
�材料費／ 500円
�持ち物／エプロン・軍手・タオル
�申込期限／ 9月 3日（木）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

野外活動体験
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　65歳以上の方の介護保険料について、平成21年度から平成23年度までを計画期間とした第4期介護保険事業計画に基づき、見
直しを行いました。今回の主な改正は、低所得の人が過重な負担とならないように、軽減措置として所得段階区分に「特例第4段
階」を新設したことです。
　以下に、介護保険料額、納付方法、納期などについてお知らせします。

【平成21年度介護保険料額】

保険料年額対　　　象　　　者所得段階

20,400 円（基準額× 0.5）生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人第 1段階

20,400 円（基準額× 0.5）
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万
円以下の人

第 2段階

30,600 円（基準額× 0.75）
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万
円を超える人

第 3段階

34,680 円（基準額× 0.85）
世帯内に市町村民税が課税されている人がいる場合で、本人が市町村民税非課税でかつ前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円以下の人

特例
第 4段階

40,800 円（基準額）
世帯内に市町村民税が課税されている人がいる場合で、本人が市町村民税非課税でかつ前年の合
計所得金額と課税年金収入額の合計額が 80万円を超える人

第 4段階

51,000 円（基準額× 1.25）本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200万円未満の人第 5段階

61,200 円（基準額× 1.5）本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 200万円以上の人第 6段階

※上表の介護保険料額は平成21年度から平成23年度まで3年間適用されます。

 年金が年額 18万円以上の人は、年金からの天引きで納付します（特別徴収）
　4、6、8月は前年度2月分と同じ保険料額を納付します（仮徴収）。10、12、翌年 2月は、前年の所得をもとに決定した保険
料年額から仮徴収分を差し引いた額を納付します（本徴収）。

※特別徴収対象の人には、7月下旬に「介護保険料額決定通知書」（はがき）を送付します。
　
 年金が年額 18万円未満の人は、町から送付される納付書で納付します（普通徴収）
　4、6月は前年度の所得段階区分を用いて算定した保険料額を納付します（暫定賦課）。8、10、12、翌年 2月は前年の所得をも
とに決定した保険料年額から暫定賦課分を差し引いた額を納付します（本算定賦課）。

※普通徴収対象の人には、8月中旬に「介護保険料納付通知書」（封書）を送付します。
※本来、年金からの天引きになる人でも、一時的に納付書で納める場合があります。
　○年度の途中で65歳になったとき　　○年度の途中で他の市区町村から転入したとき　　○年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき　
　○年度の途中で年金の受給がはじまったとき　　○年金の現況届の提出が遅れたとき、まだ提出していないとき　　○前年度特別徴収の人で、年
　度途中に保険料が完納となり、前年度2月分の年金から保険料が天引きされなかったとき
※災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険料を納めないでいると、滞納の期間に応じて、保険給付が制限されます。

第4期の介護保険料は国の特別対策と町準備基金の活用で本来の保険料から軽減されています
　介護に従事する人の処遇を改善するために介護報酬が改定されました。この改定分が平成21年度からの介護保険料に反映され
ますが、保険料が急激に上昇しないよう、国の特別対策（臨時特例交付金）により、平成21年度の保険料上昇分の全額と、平成
22年度の保険料上昇分の半額が軽減されています。
　また、介護サービスの増加による保険料の上昇分（自然増）
も見込まれますが、町準備基金を取り崩して保険料負担の軽
減を図っています。
　保険料設定は、軽減措置がなければ平成21年度から平成
23年度までの平均で基準月額3,825円（年額 45,900円）
となる計算ですが、国の特別対策と町準備基金の取り崩しを
見込み、平成18年度から平成20年度までの平均と同水準の
基準月額3,400円（年額 40,800円）としています。

■問  健康福祉課　� 55-2159
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柴田町臨時職員を募集します
（緊急雇用対策）

�募集対象者／柴田町在住の65歳未満の方で、企業の雇用調整などによる雇止めに
　より離職した方および内定を取り消された方を優先に採用します。（ただし、過去

　に町の緊急雇用対策で雇用された方は除く）

�雇用期間／平成21年 10月 1日～平成 22年 3月 30日

�職種および業務内容／

　

�勤務条件／
○勤務時間　　月曜日～金曜日　午前8時 30分から午後 5時 15分

　　　　　　　（1日 7時間 45分勤務）月 20日程度

　　　　　　　職種により勤務条件が異なる場合があります。

○賃金　　　　日額　5,813円（時間給 750円）

○社会保険は勤務条件により加入いたします。

�申込期間／
○8月 3日（月）から8月 12日（火）まで

　（受付時間：午前8時 30分～午後 5時まで　土、日を除く）

○募集人員に満たない場合は、随時募集とします。

�申込方法／
○受付　　　　柴田町役場総務課秘書職員班

○提出書類　　①市販の履歴書（写真添付）※返却はしませんのでご了承ください。

　　　　　　　②離職した方は、就職時の雇用契約書または雇入れ通知書もしくは

　　　　　　　　離職票などの写し

�選考方法／
　○書類審査のほか面接を行います。（詳細は申込時にご連絡いたします。）

■申 ■問  総務課　� 55-2111

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
8月 4 日（火）佐藤由美子

生　　活
8月11日（火）飯渕　紀子
8月18日（火）近江　宣男
8月25日（火）山本登起子

■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
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
8月 5 日（水）渡邊みち子

人　　権 8月12日（水）木島　基子
8月19日（水）桂川　クメ
8月26日（水）飯渕　紀子行　　政

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
8月14日（金）大友　勝彦

人　　権
8月28日（金）佐久間捷哉
8月28日（金）星　マサ子行　　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）鈴木久美子消費生活

■問  町民環境課 � 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／ 8月28日（金）8：30～10：30
�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。
ひとりで悩みを抱え込まずにお気軽に
ご相談ください。（要予約）

�日時／ 8月 19日（水）・28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

�日時／ 8月 8日（土）、22日（土）
　　　　9:30 ～ 11:00
�場所／しばたの郷土館
�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。
�参加費／ 600円
�対象／小学 4年生以上

8月のトンボ玉体験会
�日時／8月20日（木）13：00～16：00
�場所／役場第二会議室
�内容／相続、遺言、成年後見制度、契
　約等民事上の権利義務、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。

■問  福島行政事務所　� 0224-59-3277

応 募 資 格職  務  内  容募集人員職　種

パソコン操作（ワー
ド・エクセル）がで
きる方

一般的事務補助に従事（配属先
によっては調査補助員として、
町内現場で従事する場合もあり）

9人一般事務等補助

草刈・剪定・清掃・施設修繕な
ど

5人
施設環境整備
労務

町内小中学校での教員補助（児
童生徒への学習補助、図書室で
の整備支援、スポーツ活動支援
など）

3人教員補助
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みやぎ県南中核病院職員募集

臨時学校事務補助員を
募集します

　町営住宅の入居者を募集します。応募

者多数の場合は抽選とします。

�募集住宅／①並松 2-3 号（2Ｋ）
　　　　　　②並松 8-2 号（2Ｋ）

　　　　　　③槻木駅前 804号（4ＤＫ）

　　　　　　④北船岡 301号（3ＬＤＫ）

　　　　　　⑤北船岡 804号（1ＬＤＫ）

�家賃／入居者の収入額・家族構成など
　によって異なります。

�申込方法／都市建設課または槻木事務
　所にある所定の入居申込書などに必要

　書類を添付の上お申し込みください。

�受付期間／ 8月 3日（月）～ 14日（金）
　8：30～ 17：15　※土・日曜日を除く

�申込場所／都市建設課（槻木事務所で
　は受け付けできません）

■申 ■問  都市建設課　� 55‐2121

�試験日・場所／第1次試験：8月 29日（土）・みやぎ県南中核病院2階講堂
　　　　　　　　第2次試験：9月中旬頃・場所は第1次試験合格者に通知

�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 20日（木）まで（土・日・祝日除く）8：30～ 17：00
　　　　　　※郵便の場合は締め切り日の17：00まで到着したものに限り受け付けます。

■申 ■問  みやぎ県南中核病院事務部総務課人事係　� 51-5500
　〒 989-1253大河原町字西38-1

　和服は季節に合わせて着合わせが楽し

い日本の伝統文化。秋のお茶会、お月見

会などに着物で出かけてみませんか。ひ

とりで着られるよう学習します。

�日時／9月2日（水）、9日（水）、16日

　（水）、30日（水）、10月 7日（水）

　19：00～ 21：00計 5回

�場所／船岡公民館

�対象／成人女性

�募集人数／ 10人（先着順）

�持ち物／長襦袢、半襟、衿芯、腰ひも、

　伊達締め、着物、帯、帯板、帯枕、帯

　締めと帯揚げ、足袋、筆記用具

�申込期限／ 8月 25日（火）

■申 ■問   船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　「学生納付特例制度」とは、所得が無く
国民年金保険料の納付が困難な学生が申
請することにより、在学期間中の保険料
の納付が猶予される制度です。在学期間
中は、年度ごとに申請が必要になります。
学生納付猶予特例の承認を受けた期間は、
保険料の納付が 10年間猶予されるばか
りではなく、年金の受給に必要な期間に
含まることになります。就職までと思っ
て未納にしていると、万が一にも在学期
間中に負ってしまった病気やけがについ
て、障害年金が生涯受け取れなくなる場
合もあります。国民年金保険料の納付が
困難なときは、くれぐれも申請を忘れな
いようにしましょう。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　「パッチワークキルト」や布、手仕事が

大好きな7人が何年もかけて制作した心

のこもったキルトをぜひ見に来てくださ

い。小物の即売コーナーもあります。

�日時／ 9月 3日（木）～ 6日（日）
　10：00～ 16：00（入場無料）
※6日（日）は 10：00～ 12：00

�場所／しばたの郷土館

■問  塩野　

　太陽の村にある望遠鏡で夏の星座を観

察します。ぜひご家族でお越しください。

�日時／8月25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）

�協力／柴田町星を見る会

■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

�募集人数／ 1人
�勤務先／槻木小・中学校
�申込方法／履歴書に必要事項を記入の
　上、教育総務課へ持参ください。
�募集期間／ 8月 3日（月）～ 14日（金）
　8：30～ 17：15（土・日曜日を除く）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

きもの着付け教室

町営住宅入居者募集

　11歳から12歳のお子さんのジフテリ

ア破傷風予防接種（第 2期）は、もうお

受けになりましたか？対象の方には、

11歳の誕生月の前月に通知を送付して

います。まだ受けていないお子さんは、

できるだけ早めに指定医療機関で予防接

種を受けましょう。

　なお、宮城県広域化予防接種事業によ

り、かかりつけ医が町外の場合でも指定

医療機関であれば無料で受けられますの

で、かかりつけ医にご相談ください。

�接種期間／ 11歳の誕生日～ 13歳の
　誕生日の前々日まで

■問  健康福祉課　� 55-2160

採用予定日受　験　資　格採用人数職種

平成 22年 4月 1日
助産師もしくは看護師の資格を有す
る方または平成 22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

平成 22年 4月 1日
作業療法士の資格を有する方または
平成 21年 3月末日までに資格取得
する見込みの方

1人
作　業
療法士
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■船岡生涯学習センター � 59-2520　
 児童図書　○あいうえおパラダイス全9巻（二宮由紀子）

 課題図書　○おこだでませんように（くすのきしげのり）　○しあわせの子犬たち（メアリー・ラバット）　○マタギに育てられた

クマ（金治直美）

 一般図書　○1Q84　book1（4月～ 6月）1Q84　book2（7月～ 9月）（村上春樹）　○天才は10歳までにつくられる（横峰

吉文）　○日本人の知らない日本語（蛇蔵＆海野凪子　○あおぞら（星野夏）　○もっと私たちのお弁当（クウネルお弁当隊）　○こ

の世でいちばん大事な「かね」の話（西原理恵子）　○プリンシプルのない日本（白洲次郎）　○子育てハッピーアドバイス　知っ

ててよかった　小児科の巻（吉崎達郎・明橋大二）

■船岡公民館　� 55-2030    
 児童図書　○おひさまあはは（前川かずお）　○かおかおどんなかお（柳原良平）　○だんだら山のバグ博士（富安陽子）　○黄色

いポストの郵便配達（斉藤洋）　○3びきねこさんのそりあそび（柳生なち子）　○赤毛のアン（上）（下）（ルーシー・モード・モ

ンゴメリ）

 課題図書　○ちょっとまて、きつねさん（カトリーン・シェーラー）　○そいつの名前はエメラルド（竹下文子）　○ぼくの羊をさ

がして（ヴァレリー・ハブス）

 一般図書　○1Q84　book1（4月～ 6月）1Q84　book2（7月～ 9月）（村上春樹）　○天才は10歳までにつくられる（横峰

吉文）　○日本人の知らない日本語（蛇蔵＆海野凪子）　○赤ちゃんの脳を育む本（久保田競）　○貧乏はお金持ち（橘玲）　○用も

ないのに（奥田英朗）　○ルパンの消息（横山秀夫）　○重力ピエロ（伊坂幸太郎）　○ゴールデンスランバー（伊坂幸太郎）　○必

死のパッチ（桂雀々）　○子育てハッピーアドバイス2（明橋大二）

■西住公民館　� 52-4101    
 児童図書　○つみきのいえ（平田研也）　○100かいだてのいえ（岩井俊雄）　○あがりめさがりめ（真島節子）　○おばけのまほ

うレッスン（ジャックデコケノワ）　○アーサー王の剣（エロールル・カイン）

 課題図書　○しっぱいにかんぱい！（宮川ひろ）　○風をおいかけて、海へ（高森千穂）　○春さんのスケッチブック

 一般図書　○1Q84　book1（4月～ 6月）1Q84　book2（7月～ 9月）（村上春樹）　○2～ 3才の脳を育む（久保田競）　○自分

の答えのつくりかた（渡辺健介）○奇跡のりんご（石川拓治）　○子育てハッピーアドバイス（明橋大二）　○重力ピエロ（伊坂幸太郎）

■船迫生涯学習センター　� 57-2011  
 児童図書　○ハルばあちゃんの手（山中恒）　○てんごくのおとうちゃん（長谷川義史）　○くもりのちはれ　せんたくかあちゃん

（さとうわきこ）　○おとなしい　めんどり（ポール・ガルドン）　○みんなのベロニカ（ロジャー・ジュボアサン）　○どこへいっ

てた？、よるとひる（ブラウン・マーガレット）　○とっときのとりかえっこ（サリーウィットマン）　○ソフィーちいさなレタス

のはなし（イリヤ・グリーン）　○あめこんこん―ちいさいモモちゃんえほん新装版（松谷みよ子）　○むしばいっかのおひっこし（に

しもとやすこ）　○トン・ウーとはち（小風さち）　○そらまめくんとながいまめ（なかやみわ）　○かんたん！遊べる！ビックリ工

作（築地製作所）　○最新からくりワールド工作図鑑（黒須和清）　○楽しく作れる！役に立つ！中学生のリサイクル工作（滝川洋

二）

 一般図書　○ポトスライムの舟（津村記久子）　○悼む人（天童荒太）　○利休にたずねよ（山本兼一）　○ゆうとりあ（熊谷達也）

○重力ピエロ（伊坂幸太郎）　○名もなき毒（宮部みゆき）　○ＩＮ（桐野夏生）　○生きる―わたしたちの思い、生きる―わたした

ちの思い第2章（谷川俊太郎）　○死ぬときに後悔すること25（大津秀一）

■船迫公民館　� 56-5128    
 児童図書　○にじいろのさかなしましまをたすける（フィスター・マーカス）　○デモナータ＜8幕＞狼島（ダレン・シャン）　○

都会のトム＆ソーヤ＜1＞＜ 2＞＜ 3＞＜ 4＞＜ 5上＞＜ 5下＞＜ 6＞（はやみねかおる）　○あなたはだあれ（松谷みよ子）　

○しずかにしてね、ペネロペ、おふろにはいろうね、ペネロペ、はやくねようね、ペネロペ（アン・グットマン）

 一般図書　○パラドックス13、容疑者Ｘの献身（東野圭吾）○1Q84　book1（4月～ 6月）1Q84　book2（7月～ 9月）（村

上春樹）　○日本人の知らない日本語（蛇蔵海野凪子）
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　9月から 11月までの 3カ月間にわた

り、平成 21年全国消費実態調査が実施

されます。この調査は、近年の我が国の

経済・社会が人口の高齢化、サービス産

業の増大、高度情報化などにより多様化

している中で、国民生活の実態を家計面

（所得、消費、資産）から明らかにする

ために行うものです。調査の結果は、経

済・社会施策の基礎資料として、また、

消費・経済分析の貴重なデータとして広

く利用されます。調査の内容は、主に家

計簿を記入していただくことです。調査

員が皆さんのお宅に伺いましたら、調査

の趣旨をご理解いただき、ご記入をお願

いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

ウィークエンド遊ゆう塾

夏休み工作教室
キーホルダー・ペンダント・ブローチづくり

　下名生を会場にした5つ目のグループ

ができました。初めての参加者を募集し

ます。おしゃべりしながらみんなで外食

しましょう。町内どちらにお住まいの方

でもどうぞ。

�日時／ 8月 5日（水）11：30～
�場所／花菜（はな）下名生大畑前 90
�対象／ 65歳以上で現地に集合できる
　方ならどなたでも

�食事代／実費（800円）
�申込み期限／ 8月 4日（火）

■申  桜井、遠藤
■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

　ＮＴＴ東日本宮城支店では、8月中に

順次、新しい電話帳（平成 21年 9月発

行）を各家庭・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」を行なっています。なお、ご不在

時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

　中小企業庁は、中小企業の悩みの解決、
新しい取り組み、創業を支援するため、
相談窓口を設置しています。まずは、国
から委託している次の機関に「地域力連
携拠点に相談したいことがある」とお気
軽にお電話下さい。相談は無料です。
宮城県商工会連合会　�022-225-8751
仙台商工会議所　� 022-265-8181
宮城県中小企業団体中央会
　　　　　　　　� 022-222-5560

　七宝素材を使って自分だけのオリジナ

ルのキーホルダー・ペンダント・ブロー

チを作ってみませんか。

�日時／ 8月 22日（土）9:30 ～ 12:00

�場所／西住公民館

�対象／小学生またはその親子

�募集人数／ 10組（先着順）

�材料費／ 800円

�持ち物／エプロン・軍手・タオル

�申込期限／ 8月 15日（土）

■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520
　西住公民館　� 52-4101

　ハープとピアノ演奏を開催します。

�日時／ 8月 7日（金）17：00～

�場所／みやぎ県南中核病院正面玄関ホ

　ール

■問  みやぎ県南中核病院　� 51-5500

�日時／8月23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）

　楽しいイベント盛りたくさんです。抽

選会に参加して賞品をＧＥＴ！お気軽に

ご参加ください。

�日時／ 8月 8日（土）17：00～ 19：30

�場所／多機能型地域ケアホームつきの

　き（柴田町槻木上町 1丁目）

�内容／太鼓の演奏、盆踊り、抽選会、

　出店など

■問  ケアホームつきのき（安藤）
　� 56-6661

平成 21年全国消費実態調査 
にご協力を

  森林浴教室
�日時／8月9日（日）9：30～13：00
�内容／森を歩く前後のストレス度を
　測定し森が持つ癒し効果を確認

�参加費／ 500円
※予約不要、当日ことりはうす玄関前に集合

　
   沢登り体験
�日時／8月9日（日）9：30～14：00
�内容／つばの滝まで沢を歩きながら
　水生昆虫を観察します。

�募集人数／親子 10組
�参加費／ 300円
�申込期限／ 8月 8日（土）

　
   蔵王の自然に親しむ会
�日時／ 8月 30日（日）
　9：00～ 15：00

�内容／千年杉コースを巡りながら蔵
　王の自然を楽しみます。

�募集人数／ 10人
�参加費／ 1,000 円
�申込期限／ 8月 26日（水）

■申 ■問  宮城県蔵王野鳥の森自然観察セ
　ンター　� 0224-34-1882

高齢者のランチを楽しむ会
「緑の風ランチ会」

ＮＴＴ東日本発行の
電話帳を配達・回収します
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　再来年7月の地上テレビ放送の完全デジタル化に向けて、経済的な理由で地デジ放

送を見ることができない世帯に対して、支援を行なうことになりました。

　具体的には、ＮＨＫの受信料が全額免除となる世帯に対して、アナログテレビ1台

で地上デジタル放送を視聴するために、新たに必要な最低限度の機器の無償支給など

です。

【支援内容】
①　簡易なチューナーの無償配布

②　戸建て住宅でアンテナ等の改修が必要な世帯に対して、室内アンテナの無償給付

　またはアンテナ等の改修

③　共同受信施設を利用し、施設の改修が必要な場合は、改修経費のうち、支援対象

　世帯が負担する金額に相当する金額に相当する額を給付。

④　ケーブルテレビ利用の場合には、デジタル化に伴う一時的な改修費に相当する額

　を給付

　支援の情報提供は対象となっている世帯と接点を持っているＮＨＫから連絡をさし

上げる予定になっています。支援の具体的な案内と申込受付は夏ごろの予定です。も

うしばらくお待ちください。

■問  総務省地デジコールセンター　� 0570-070101（平日9：00～ 21：00、土・日・祝日
　9：00～ 18：00）　ＩＰ電話などナビダイヤルがつながらない方は　� 03-4334-1111

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

�日時／ 8月 25日（火）
　　　　9：45～ 11：00

�場所／農村環境改善センター
�対象／就学前のお子さんと保護者
�対象学区／全小学校区
�内容／水遊び
　（雨天・曇天

　時はコーナー

　遊び）

�持ち物／水着・
　タオル・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／ 8月 28日（金）
　　　　10：00～ 11：30

�場所／子育て支援センター
�内容／「子どもの遊びと言語発達の
　関係」について

�講師／言語聴覚士　鈴木和子氏
※事前の申し込みが必要となります。託児
　あり。

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

第2回 るんるん子育て講座
～みんなで学びましょう♪～

�日時／ 1月 10日（日）10:00 ～　　　�場所／柴田町民体育館
　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、行政区長を通じてお
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したい方は、
11月 27日（金）までに下記へご連絡ください。

　町では、平成22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、是非ご応募ください。実行委員会は9～ 12月の平日午
後 7時半頃から数回開催する予定です。
　希望者は、8月 28日（金）までに下記へご連絡ください。
�募集人数／10人程度

　
　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 6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  � 55-4172  Ｅメール：social-edu@town.shibata.miyagi.jp

成人式実行委員募集

発表者募集 ～新成人の抱負～

　町では、平成 21年度乳がん検診を来

年1月に実施します。追加申込みを下記

のとおり受け付けます。検診の申込みを

されていない方で受診を希望する方は、

下記の期限までにお申し込みください。

�検診期間／平成22年1月12日（火）～
　1月 29日（金）

�対象者／30～39歳および40歳以上
　で奇数年齢の女性（年齢は平成 22年

　3月 31日現在）

○乳がん検診は厚生労働省の指針に基づ

き2年に1回の受診が推奨されています。

�必要事項／氏名、生年月日、年齢、住
　所、電話番号、保険証の種類

�申込期限／ 8月 31日（月）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160
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　介護保険の運営を、町民の意見を反映

しながら円滑で適正に行うため、介護保

険運営委員会を設置しています。被保険

者を代表する委員について募集します。

�委員活動／介護保険の運営を調査審議
　します。委員任期は平成 21年 10月

　から3年間とし、年間2回程度委員会

　を開催します。

�応募資格／介護保険の被保険者で柴田
　町に1年以上居住し保健福祉や介護保

　険に関心のある方（町の付属機関等の

　委員となっている方を除く）

�募集人員／
　第 1号被保険者（65歳以上）2人

　第 2号被保険者（40歳～ 64歳）2人

�応募期限／ 8月 31日（月）
�応募方法／健康福祉課・槻木事務所に
　ある所定の応募用紙に必要事項を記入

　して、ご応募ください。

�委員選考／町の選考委員会に諮って審
　査し、結果については応募者に通知し

　ます。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2159

　いよいよ夏本番です。今年も食中毒の心配な季節がやってきました。
　食中毒は家庭の食事でも発生していますが、風邪や寝冷えなどと思われがちです。
　家庭でできる食中毒予防の6つのポイントをしっかりおさえて、家族の健康を守り
ましょう。
1　食品の購入
�肉、魚、野菜などの生鮮食品は新鮮な物を購入しましょう
�表示のある食品は消費期限などを確認し ､購入しましょう
2　家庭での保管
�冷蔵、冷凍の必要な食品は、帰ったらすぐに冷蔵庫 ､冷凍庫に入れましょう
�肉､魚などはビニールや容器に入れ、他の食品に肉汁がつかないようにしましょう
3　下準備
�手をよく洗いましょう
�冷凍食品は、使う分だけ冷蔵庫や電子レンジで解凍し、すぐに調理しましょう
4　調理
�十分に加熱しましょう　めやすは中心部の温度が75℃で 1分以上の加熱です
�調理途中の食品は、そのまま室温に放置せず冷蔵庫に入れましょう
5　食事
�食事の前は、手をよく洗いましょう
�温かく食べる料理は65℃以上 ､冷やして食べる料理は10℃以下にしましょう
6　残った食品
�手をよく洗い、きれいな器具や皿を使って保存しましょう
�早く冷えるように、浅い容器に小分けにして保存しましょう

■問  仙南保健福祉事務所　食品衛生班　� 53-3117

柴田町介護保険運営委員を
募集します

�日時／ 8月 7日（金）14：30～
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／今年で 10周年を迎える講談社
　のおはなしキャラバン隊が、児童書・

　絵本 550冊を載せたキャラバンカー

　で宮城県を2年ぶりに訪問します。お

　はなし隊によるおはなし会（読み聞か

　せ・紙芝居）や、キャラバンカーの本

　を自由に選び青空の下で読んだり、わ

　くわく・ドキドキした楽しい気持ちに

　なる本との出会いの場です。

�対象／子ども（3才～小学校低学年）
　とその保護者 30組

�参加費／無料
�協力／絵本読み聞かせ会「おむすびこ
　ろりん」

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　家族同士が集い、励まし合い、助け合

うことを目的とした会を結成します。初

めての開催では、昼食をとりながらどん

な活動をしていくかを相談しましょう。

皆さんの参加をお待ちしています。

�日時／ 8月 5日（水）11：30～ 13：30
�場所／柴田町地域福祉センター
�参加費／ 500円（お弁当代）
�締切／ 8月 4日（火）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

�日時／ 8月 17日（月）13：00～
�人形の受付日時／8月16日（日）13：00
　～ 17：00、17日（月）9：00～ 12：00

　直接会場にお持ちください。（ガラス

などのケース、金属・陶器製のものはお

引き受けできません。）

�場所／葬祭会館「やすらぎホールしば
　た」（西船迫 1丁目）
※供養式参加の幼児の皆さんに特典がありま
す。

�供養料・処分料／無料

■問  株式会社ジェイエイ仙南サービス葬
　祭課　� 52-2929、やすらぎホール
　しばた　� 58-1158

　中退共制度は中小企業で働く従業員の

ための外部積立型の国の退職金制度です。

　掛金助成や税法上の優遇など、有利な

特典があります。安全・確実な中退共制

度をぜひご利用ください。

○掛金の一部を国が助成します

○掛金は全額非課税です

○管理が簡単です

○適格退職年金制度から中退共制度に移

　行できます

詳しくは、ホームページをご覧ください。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

■問 （独）勤労者退職金共済機構仙台退職
　金相談コーナー　�022-263-8651
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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
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付8/5（水）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 20年 1月生まれの方1歳 6か月児健康診査7（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

12（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

12：45～ 13：15吉田先生平成 19年 4月生まれの方
2歳児歯科健康診査（フッ素塗布希望者
は調査票をお持ちください）

18（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
19（水）

12：45～ 13：15井上先生、玉野井先生平成 18年 2月生まれの方3歳 6か月児健康診査

12：45～ 13：15佐藤（俊）先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）20（木）

  9：15～   9：45平成 20年 8月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

21（金）

  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）

25（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付26（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 3月生まれの方4か月児健康診査27（木）
  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）28（金）
12：45～ 13：15佐藤（俊）先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）9/1（火）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付2（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 4月生まれの方4か月児健康診査3（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、大友先生平成 20年 2月生まれの方1歳 6か月児健康診査4（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

9（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

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

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
57-1918船　岡よしだ歯科医院51-1502大河原大河原整形外科83-2445村　田中核病院村田診療所8/2

55-5126船　岡和野歯科医院51-4625大河原さくらの杜診療所53-1460大河原甘糟医院9

57-2950船　岡菊池歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院56-1012槻　木玉渕医院16

53-2348大河原安藤歯科医院56-1451槻　木乾医院54-2316船　岡村川医院23

56-1026槻　木飯淵歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院58-2220船　岡ふなばさま医院30

56-2766槻　木乾歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院83-5503村　田町南診療所9/6

53-8020大河原いのうえ歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック83-2088村　田山田医院13

健康を守る行事（実施場所／保健センター）

※ 1 歳 6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳 6か月児健康診査を受ける方は、歯ブラシとタオルをお持ちください。

※ 成人健康相談のある方はご連絡ください。

　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／ 9月 7日（月）・15日（火）10：00～ 15：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／8月 21日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 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・場所／

　8月 7日（金）10：00～ 12：00　柴田町役場

　8月 22日（土）14：00～ 16：30　ヨークベニマル柴田店駐車場

�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。


	01.pdf
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

