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　子どもの発達は生後3歳までが著しく、この期間にたくさん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歳になる前のこの大切な時期に、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。

第1回　｢親子ふれあい体操教室 ｣
　�日時／ 9月 19日（土）10：00～ 12：00　　　�場所／船岡生涯学習センター
第2回　｢わらべ歌と絵本読み聞かせ ｣
　�日時／ 10月 31日（土）10：00～ 12：00　　　�場所／船岡生涯学習センター
第3回　「音楽と劇 ｢みんなおいで！ ｣
　�日時／ 12月 19日（土）10：00～ 12：00　　　�場所／船岡生涯学習センター

�対象／平成19年 4月～平成 20年 3月生まれのお子さんと保護者の方で、原則と
　して3回とも出席できる方

�募集人数／50組程度　　　�参加費／無料　　　�申込期限／9月 16日（水）

■申 ■問  柴田町子育て支援センター　� 54-4040

�開会日時／ 9月 4日（金）10：00（予定）
�場所／役場議会議事堂  ※傍聴席は 6階
�傍聴手続き／傍聴席入口にある傍聴人
　受付票に氏名などを記入し提出くださ

　い。

�日程／ 9月 4日（金）　町政報告など
　7日（月）～ 9日（水）　一般質問
※以後の日程については、議案の内容により
　決定します。

■問  議会事務局　� 55-2136

�募集人員／4歳児　30人
�入園資格／町内居住の平成17年 4月 2日～平成18年 4月 1日までに生まれたお
　子さん

�在園期間／平成22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日
�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。
�配布・受付期間／9月 16日（水）～ 10月 9日（金）8：30～ 17：15（土・日・休日・
　10月 5日を除く）

■申 ■問  第一幼稚園　� 55-1136

　今年の 10月 1日診療分から乳幼児医

療費助成制度の対象年齢が次のとおり拡

大されます（所得制限により助成が受け

られない場合もあります）。

【現在】
○通院…4歳未満（4歳に到達した月末

　　　　まで）

○入院…小学校就学前（6歳到達後最初

　　　　の 3月末まで）

【改正後】
○通院、入院とも、小学校就学前（6歳
　到達後最初の3月末まで）

　なお、9月は乳幼児医療費助成制度の

更新時期ですが、あらためて更新手続き

の必要はありません。平成 20年中の所

得状況をもとに、登録者全員の所得判定

を行い、所得制限限度額内の方について

は、10月から使用する新しい受給者証

を、また、所得制限限度額を超えている

方については、資格却下通知書を 9月下

旬に郵送します。まだ受給資格登録をさ

れていない方は、随時受け付けを行って

いますので、お問い合わせください。

■問  町民環境課　� 55-2113

�日時／ 10月 4日（日）10：30～ 14：00　　　�場所／柴田町太陽の村
�内容／ふるさとの食卓（町内産の新米と地場産食材を使用した昼食バイキング）、餅
　つき体験、おそとであそぼう！（竹馬などの昔遊び）、新米、朝採り野菜、加工品お

　よび花などの地場産品の即売、オオクワガタの展示即売など

�料金／（ふるさとの食卓食事券）前売券1,000円、当日券 1,100円（小学生 500円）
※限定250食となりますので、事前に前売券をお求めください。

�前売券発売所／柴田町太陽の村、産直会木よう市、ＪＡみやぎ仙南柴田地区本部、
　地域産業振興課

■問  しばたコメ祭り実行委員会事務局（地域産業振興課内）
　� 55-2122

「3歳児ワールド2009」参加親子募集！

柴田町立第一幼稚園平成22年度入園児募集
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　まだ定額給付金の申請をされていない方は、郵送しています申請書に必要事項を記

入の上、裏面に本人確認書類および振込先金融機関通帳などの写しを貼り付け、同封

の返信用封筒で返送いただくか、企画財政課または槻木事務所に提出してください。

申請書がお手元に届いていない方は、下記までお問い合わせください。

 申請期限／10月 8日（木）当日消印有効

※申請書の不備による振込不能などが原因で給付ができなかった場合、町が確認などを行った上
　でなお申請者からの必要な補正ができなかったときは、申請は取り下げられたものとみなされ
　ます。

■問  企画財政課　� 54-2111

�日時／ 9月 4日（金）、9月 11日（金）
�区域／市街地を除く町内全域
�重点地区／白石川（東北リコー下流域）、
　阿武隈川、農業用ため池

�対象鳥獣／カラス、カルガモ
�捕獲方法／町有害鳥獣駆除隊員が銃器
　で捕獲します（だいだい色の腕章を付

　け、鳥獣捕獲許可証を持参）

■問  地域産業振興課　� 55-2122

　20歳以上60歳未満で、退職や転職により厚生年金などから国民年金に変更になる

方は届出をしていただくことになりますが、届出をお忘れの場合には文書により勧奨

を行っています。しかし、勧奨を行っても届出がない方には、将来の年金受給権確保

のため、職権により国民年金の加入手続きを行っています。職権適用により国民年金

の加入となった方には、ご案内と国民年金保険料納付書をお送りします。経済的に納

付が困難なときは保険料の免除を受けられる場合がありますので、社会保険事務所へ

お問い合わせください。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　最近、廃棄物の不法投棄が目立ってい

ます。不法投棄をすることは法律で禁止

されており、違反した場合には懲役また

は罰金刑に処されることがあります。　

一人一人がごみを減らすことに努めると

ともに、自らのごみに責任を持ち、決め

られたルールに従って処理するよう心掛

けましょう。

■問  町民環境課　� 55-2114

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
9月13日（日） 9:00～16:00
9月27日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
9月 6 日（日） 13:00～16:00

9月20日（日） 9:00～16:00
入間田テニスコート
9月13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／9 月15 日（火） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 
日時／9 月17 日（木） 19:00
場所／船岡公民館

10
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／ 9月 20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。
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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
9月 1 日（火）飯渕　紀子

生　　活
9月 8 日（火）佐藤由美子
9月15日（火）近江　宣男
9月29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
9月 2 日（水）渡邊みち子

人　　権 9月 9 日（水）木島　基子
9月16日（水）桂川　クメ

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
9月11日（金）大友　勝彦

人　　権
9月25日（金）佐久間捷哉
9月25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

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年国民年金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金の職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権権適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適適用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用権適用を行っています
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※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

　申し込まれていない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。日程や会場などの詳細についてはお知らせ
版8月 1日号をご覧ください。

　本格フランス料理のランチ会が始まります。新規会員を募集します。毎月1回お

しゃべりしながら洋食を楽しみましょう。町内にお住まいの方ならどうぞ。

�日時／ 9月 15日（火）11：30～ 13：00　　　
�場所／欧風食堂「ナチュール」西船迫1-8-20
�対象／65歳以上で現地に集合できる方　　　�募集人数／7人　
�食事代／日替わりランチ（1,000円）　　　�申込期限／9月 11日（金）

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

【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／① 65歳以上の方　無料　　② 40～ 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）
　対象者全員に受診票を送付しますが、職場など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。　　②41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

洋食を食べよう！

高齢者のランチを楽しむ会「メルシー♪ランチ会」
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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／9月8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／9月8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

　この議員研修会は議員だけでなく、町

民と一緒に勉強したいと考えています。

参加は無料です。

�日時／9月26日（土）13：30～15：30
�場所／保健センター 4階
�講師／東北福祉大学教授　岩淵勝好氏
�主催／柴田町議会

■問  議会事務局　� 55-2136

　江戸時代には頻繁に凶作に見舞われ、
なかでも宝暦 5年、天明 3、4年、天
保 4年、7年は大飢饉として記憶され
てきました。この大飢饉を機にさまざ
まな対策が講じられるようになりまし
た。飢饉の爪跡と、講じられた対策の
一端を資料とともに紹介します。
�会期／ 9月 27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／ 9月 12日（土）、26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／ 600円
�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　

�日時／10月3日（土）18：30～20：00
　中秋の名月「おめげっつぁん」。月を
めでながら静かな時の流れを感じてみ
ませんか。

飢饉の時代

�日時／9月12日（土）13：00～21：00
※小雨決行（雨天の場合は 13日に延期）

�場所／船岡銀座通り商店街（車輌通行
　止による歩行者天国）

�内容／バンド演奏、子どもみこし、ゲ
　ーム大会（時間限定）、カラオケ大会、

　歌謡ショー、柴田スタンプ会による野

　菜つめ放題・出庫市、チャリティ大抽

　選会、環境を配慮したエコな町づくり

　空き缶交缶会（アルミ缶 20個でお買

　い物券と交換）、第 2行政区のまつり

　も同時開催

■問  柴田ふるさと秋まつり実行委員会事
　務局（柴田町商工会）� 54-2207

　（財）自治総合センターから、平成 21

年度自治宝くじコミュニティ助成を受け

「第 29Ａ行政区自主防災会」が第 29

Ａ区集会所に簡易業務用無線機を整備し

ました。この助成事業は、コミュニティ

の健全な発展と宝くじの普及広報を図る

ために、宝くじの収入を財源として、（財）

自治総合センターがコミュニティ活動に

助成を行うものです。

■問  総務課　� 55-2111

　今年度も、来年 2月に介護予防推進大

会を開催する予定です。実行委員として

参加していただける方を募集します。

�対象／町内で介護予防活動を行ってい
　る町民の方

�申込期限／ 9月 10日（木）
※申し込みは「申込書兼応募理由記入書（健康
　福祉課に用意しています）」を記入願います。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

�日時／9月13日（日）10：00～15：00
�場所／仙南芸術文化センター（えずこ
　ホール）

�内容／大ホール：「WALL・E　ウォー
　リー」（10：00～、13：00～）、平土

　間ホール：「忍たま乱太郎」「ムーミン」

　ほか（時間未定）など、その他、仙南

　地域の自作視聴覚教材の上映や紙芝居

　の展示、柴田町星を見る会の協力によ

　る太陽望遠鏡の体験などがあります。

�入場料／無料
�主催／仙南地域広域行政事務組合教育
　委員会

詳細は視聴覚教材センターホームページ

をご覧ください。

http://www.az9.or.jp/limeweb/html/

■問  視聴覚教材センター　� 52-3433

　頻尿・尿失禁について専門医のお話を

聞いてみませんか。入場は無料です。

�日時／10月3日（土）15：00～16：30

�場所／槻木生涯学習センター
�内容／講演会「男性に多いおしっこの
　病気について～前立線肥大症～」講師

　：庄司クリニック院長　庄司則文氏

　「女性に多いおしっこの病気について

　～頻尿・尿失禁～」講師：みやぎ県南

　中核病院泌尿器科部長　和泉卓司氏

　座長：船岡今野病院長　佐藤和宏氏

�募集人数／ 200人（先着順）
�申込方法／電話または FAXでお申し
　込みください。

■申 ■問  アステラス製薬仙台
　第2営業所公開講座係
　� 022-225-5116　
　� 022-224-4551

宝くじ助成で
コミュニティづくりを推進

「第3回柴田町介護予防推進大会」

実行委員の一般募集！

9月のトンボ玉体験会

中庭観月会



お知らせ版 ●5第 635号

団塊世代の応援塾

ウィークエンド遊ゆう塾

「親子であそぼう」

　子どもの頃に優れた本に出会うことは、その後の成長にとって大きな手助けになり、

また、豊かな心を育むための大切な力にもなります。子どもたちが本に触れ合い、本

が好きになるために、何かしてみませんか。子どもたちに対する読み聞かせの方法を

習得し、実際に読み聞かせを行い、さまざまな技術、技法も体験します。養成講座終

了後は、ボランティアとして、学校や幼稚園、保育所などで読み聞かせを行います。

参加は無料です。

�日時／① 10月 7日（水）9：45～ 11：30、② 10月 14日（水）10：00～ 11：30
　　　　③ 10月 21日（水）10：00～ 11：30、④ 10月 28日（水）10：00～ 11：45
�場所／船迫生涯学習センターほか　　　�講師／山田仁子氏
�対象／18歳以上の県民　　　�募集人員／30人程度
�申込方法／電話、ＦＡＸ、Ｅメール　　　�申込期限／9月 18日（金）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135　� 55-2132
　E-mail:social-edu@town.shibata.miyagi.jp

　親子で楽しくゲームやスポーツを楽し
みませんか。参加は無料です。
�日時／10月3日（土）、10月10日（土）
　9：30～ 11：30
�場所／船岡体育館
�対象／小学生の親子
�募集人数／ 10組（先着順）
�持ち物／上履き、飲み物
�申込期限／ 9月 30日（水）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

�日時／ 9月 20日（日）13：00～
�場所／槻木生涯学習センター
�出演／加藤節子（民謡歌手）、数又会
　社中（津軽三味線）など

�入場料／ 1,000 円　※収益金はすべて
　柴田町図書館支援のために寄付されます。

■問  島貫

　柴田町の地場産業ならびに産品を広く

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4日（日）10：00～16：00
※小雨決行（雨天の場合中止）

�場所／船岡小学校（体育館・校庭）
�内容／町内企業の製品展示、各種出店
　販売、飲食コーナー、木製品工作教室、

　模擬上棟式、ステージコーナー（各種

　アトラクション）、イベント（ちびっ子）

　コーナー、チャリティーお楽しみ大抽

　選会など

　出店企業の募集を行っています。詳し

くは事務局まで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

　団塊の世代の方に対して、さまざまな

講座を提供し、地域に愛着を持ってもら

い、自らの知識・経験を地域づくりに活

かすことができるよう支援します。地域

デビューされた方のお話や郷土料理など

を通して、今後の生き方を考えながら楽

しく仲間づくりをしてみませんか。

�日程／ 10月 3日、11月 21日、12
　月 5日、1月 23日の土曜日　計 4回
�場所／各生涯学習センター・しばたの
　郷土館（開催日により変わります）

�内容／実践者講演・施設見学・映画上
　映・懇談・郷土料理作り

�対象／ 55～ 65歳の方
�募集人数／ 20人　
※応募者多数の場合は抽選

�参加費／無料
�申込期間／ 9月 1日（火）～ 17日（木）

■申 ■問  生涯学習課　� 55-2135

�日時／10月4日（日）13：30～16：00
�場所／船迫生涯学習センター※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

読み聞かせボランティア養成講座受講者募集！

�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。

　 

　柴田町では、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、ぜひご応募ください！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、9月 11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
　E-mail: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～
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あさひまつり
ボランティア募集

　興味のある方はお気軽にご連絡ください。

�日時／10月17日（土）8：30～16：00
�場所／旭園
�内容／屋台・販売のお手伝い、駐車場
　整備、体験コーナーなど

�申込期限／ 9月 20日（日）

■申 ■問  旭園　� 56-4160

　絵本を楽しもう！読んだあとゲームも

楽しもう！

�日時／9月12日（土）13：30～15：00
�場所／西住公民館
�対象／幼児、小学生とその保護者

■問  船岡生涯学習センター � 59-2520

　絵本や紙芝居、わらべうた、手遊び、

折り紙などを一緒に楽しみませんか。ど

なたでも参加できます。

�日時／9月14日（月）15：00～16：00
　　　　9月26日（土）10：30～11：30
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央 2丁目）

■問  庄司、小塩

　現在介護をしている方、介護を経験し

た方たちが集い、話し合い、助け合うこ

とを目的とした介護者家族会が発足しま

した。皆さんの思いを形にしていきませ

んか。会員を募集中です。

�対象／介護をしている方、介護を経験
　された方。介護認定や施設入所の有無

　は問いません。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　特定健診、後期高齢者健診会場で「成

人歯科相談」を無料で実施します。この

機会にぜひ「お口の中のことについて」お

気軽にご相談ください。予約は不要です。

�受付時間／ 9：15～ 11：15
�内容／●歯や歯茎について歯科医に相
　談　●簡単に歯の状態を診察

�対象／ 40歳以上の方

■問  健康福祉課　� 55-2160

　優れた乳用牛や肉用牛が一堂に会して

競い合う品評会が､県内各地から160頭

ほど集まり開催されます。

�日時／ 9月 19日（土）9：45～ 14：30
�場所／みやぎ総合家畜市場
　（美里町北浦字生地 22-1）

�内容／畜産物および地場産品の即売、
　県産の牛肉や豚肉などが当たる大抽選

　会（先着 1,500 人）、畜産機械器具展

　示即売会など

�主催／社団法人 宮城県畜産協会

■問  社団法人宮城県畜産協会
　� 022-298-8473

　現代はストレス社会と言われています。

県内では毎年 600人を越える人が自ら

命を断っています。誰かに話をすること

で、気持ちが軽くなることもあります。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

 県精神保健福祉センター
こころの相談電話

�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15
　� 0229-23-0302

 県仙南保健福祉事務所（母子・障害班）
�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15
　� 53-3132

 仙台いのちの電話
�日時／年中無休　24時間受付
　� 022-718-4343
「毎月 10日は自殺予防いのちの電話」

�日時／ 8：00～翌朝 8：00
　� 0120-738-556

 健康福祉課（保健班）
�日時／月～金曜日 8：30～ 17：15
　� 55-2160

　「数社からの借り入れがあり、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、また新たな借り入れをしなければ

ならない」などの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、

司法書士、消費生活相談員が無料で相談

に応じます。

�日時／ 9月 18日（金）9：30～ 16：30
（法律相談は 10：00～ 16：00）

�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／9月 7日（月）～11日
　（金）　8：30～ 17：15

�予約受付電話／ 022-211-2524　
�主催／宮城県多重債務問題対策会議

■問  県消費生活・文化課相談啓発班
　� 022-211-2524

　平成22年度から新たに固定資産税・

都市計画税の対象となる建物（平成21

年1月2日以降に新築、または増築され

たもの）の調査を実施しています。調査

員が伺いますので、ご協力をお願いし

ます。また、ご希望の調査日がありま

したら税務課までご連絡ください。

　

　建物（物置を含む）の全部、または

一部を取り壊した場合には、建物滅失

届を提出してください。後日、現地調

査により建物の滅失を確認します。取

り壊した建物につきましては、翌年か

ら課税台帳より削除されます。届出用

紙は税務課・槻木事務所にあります。

■問  税務課　� 55‐2116

介護者家族の会が発足しました！
会の名称は「よつば会」です

家屋調査（新築・増築）に
ご協力ください

場　　所実  施  日

保健センター 1階

9月 18日（金）

9月 24日（木）

9月 25日（金）

建物を取り壊した場合は
ご連絡を
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一心館合氣道教室
会員募集

ステンドグラス教室

　人権とは、人種や民族、性別を超えて、誰もが生まれながらに持っている、自分ら

しく幸せに生きる権利のことです。人権について楽しみながら知っていただくことを

目的に、フェスティバルを開催しますので、ぜひご来場ください（入場無料・申込不要）。

�日時／ 10月 3日（土）10：00～ 17：00、10月 4日（日）10：00～ 16：00

�場所／夢メッセみやぎ（三井アウトレットパーク仙台港隣り）

�内容／【3日】コンサート（歌手・水木一郎さん）、講演会（俳優・松居一代さん）、

　映画上映（おくりびと）など、【4日】コンサート（歌手・木村弓さん、庄司恵子さ

　ん）、講演会など、【2日間共通】「それいけ！アンパンマンショー」、パネル展、シ

　ンポジウム、法務なんでも相談など
※会場の駐車場に限りがありますので、公共交通機関を利用いただくか、仙台駅前（さくら野百
　貨店前）と会場の間を往復する無料シャトルバスをご利用ください。

■問  県保健福祉部社会福祉課　� 022-211-2516

�日程／9月19日（土）、10月17日（土）

　第 3土曜日定期開催

�時間／ 10：00～ 15：00
※出店者受付　9：00～

�場所／イオンタウン柴田店駐車場

�総区画数／ 100店舗

�出店料／車出店3,000円、手持ち出店

　2,500 円

�出店予約／� 03-5611-2230（平日

　10：00～19：00）または楽市楽座ＨＰ、

　携帯サイトから

　ＨＰ：http://www.rakuichi-rakuza.jp

　携帯：http://www.rakuichi-rakuza.jp/i/

■問  フリーマーケット楽市楽座宮城支部
　（岡崎）　

　護身術・健康法など、日本の伝統文化

に触れてみませんか？動きやすい服装で

お越しください。

�日時／毎週火曜日

　子供クラス　18：30～ 1時間

　一般クラス　18：30～ 2時間

�場所／槻木中学校

�対象／子供クラス　3歳～小学生

　一般クラス　中学生以上

■申 ■問  及川　

　固くて冷たいガラスを心温まる光に輝
かせてみませんか。
�日時／9月18日（金）13：00～16：00
�場所／船岡公民館
�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 3,000 円
�申込期限／ 9月 15日（火）

■申 ■問  吉田　

　県では、日常の身近なところから取り
組む地球温暖化防止活動を推進するため、
県民の皆さんの取り組みへのアドバイス
などを行う推進員を募集します。
�募集人数／ 20人程度
�応募資格／地球温暖化防止活動に熱意
　のある県内に住む 20歳以上の方
�募集期限／ 10月 16日（金）
�応募方法／県環境政策課などで配布す
　る募集要項により、必要書類を持参ま
　たは郵送ください。

■申 ■問  県環境政策課　� 022-211-2661

�日時／9月17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。

■問  福島行政事務所　� 0224-59-3277

　東北学院大学留学生のホームスティを

受け入れてくださるホストファミリーを

募集します。留学生と交流を持ち、国際

交流を体験してみませんか。

�期間／ 10月 3日（土）～ 4日（日）
�申込期限／ 9月 15日（火）

■申 ■問  （社）さくら青年会議所
　� 52-6946

�日時／ 9月 12日（土）13：30～
�場所／とっておきの広場
�参加費／ 300円
※チャリティーコンサートです。今後も月 1
　回のイベントを行い、ＰＲを兼ねて集まり
　やすい広場づくりを目指します。

■問  岡崎　

（社）さくら青年会議所国際交流事業

ホストファミリー募集

フリーマーケット
i n

イオンタウン柴田店

地球温暖化防止活動
推進員募集

宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター
ことりはうすイベント情報

�日時／9月6日（日）9：30～14：00
�内容／キノコ観察と本物そっくりの
　キノコを作ります。
�参加費／親子で 1,000 円
�申込期限／9月 5日（土）まで、親子
　でお申し込みください。

　
�日時／9月20日（日）10：00～15：30
�内容／野鳥の生態と森の保全および
　巣箱作りと設置法について学びます。
�募集人数／ 18歳以上の方 10人
�参加費／無料
�申込期限／9月 9日（水）までに、往
　復はがきに住所・氏名・年齢を記入
　の上お申し込みください。
　
■申 ■問  宮城県蔵王野鳥の森自然観察センター
　�0224-34-1882　〒989-0916  刈田
　郡蔵王町遠刈田温泉字上ノ原162-1

キノコ観察とデコイ作り
参加者募集

ことりはうすボランティア募集
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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
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（要予約）

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）10（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）14（月）

12：45～ 13：15太田先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）

12：45～ 13：15乾先生平成 19年 5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）

15（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
16（水）

12：45～ 13：15斉藤先生、和野先生平成 18年 3月生まれの方3歳 6か月児健康診査

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

17（木）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付30（水）
12：45～ 13：15伊藤先生平成 21年 5月生まれの方4か月児健康診査10/1（木）
12：45～ 13：15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 20年 3月生まれの方1歳 6か月児健康診査2（金）
  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付7（水）

  9：15～   9：45平成 20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）

9（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
14（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）

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
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

52-3900大河原さくら歯科51-5500大河原みやぎ県南中核病院53-5151大河原さくら内科消化器科20

52-2250大河原大河原歯科医院51-1502大河原大河原整形外科57-2310船　岡しばた協同クリニック21

53-8138大河原あいはら歯科医院57-1231船　岡高沢外科・胃腸科52-1058大河原日下内科医院22

55-5493船　岡川口歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院55-1702船　岡太田内科23

57-1818船　岡内田歯科医院83-2172村　田善積医院52-1123大河原安藤医院27

53-2555大河原えんどう歯科医院55-3509船　岡毛利産婦人科医院54-3755船　岡佐藤内科クリニック10/4

57-2120船　岡大友歯科医院52-3115大河原かわち医院52-2777大河原平井内科11

83-4395村　田大沼歯科医院54-2244船　岡永沼整形外科51-5355大河原さくら小児科12

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。

　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？事前の申し込みは不要です。

�日時／ 9月 8日（火）9：30～ 11：30　　　�受付時間／9：20～ 9：30
�場所／保健センター
�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！

�持ち物／母子健康手帳、筆記用具
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