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平成21年11月15日

　国の経済危機対策に基づいた「子育て応援特別手当（平成21年度版）」について、

10月1日号お知らせ版でお知らせし、本町では対象者に申請の案内書類などを12月

中旬に送付する予定で準備を進めておりました。

　しかし、国においては子育て応援特別手当を含む平成21年度補正予算が見直され、

平成21年 10月 15日、国において本事業の執行停止が決定されました。突然の事業

執行停止となりますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

　なお、厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）に「子育て応援特別手

当執行停止についてのお詫び」が掲載されておりますのでご参照ください。

■問  子ども家庭課　� 55-2115

　高齢者のランチ会がいよいよ「夕食会」

をはじめます。男性限定で会員を募集し

ます。お食事はお弁当（ワンドリンク付）

です。毎月1回会話を楽しみながら夕食

を食べませんか。町内にお住まいの男性

の方どうぞご参加ください。

�日時／11月26日（木）16：00～17：30
※毎月第 4木曜日を予定

�場所／炉ばた「はたはた」（船岡西 1
　丁目）

�対象／ 65歳以上で現地に集合できる
　男性

�募集人数／ 8人　
�食事代／ 1,500 円（ワンドリンク付）
�申込期限／ 11月 25日（水）

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

　町民の皆さんが、行政サービスをより便利にご利用いただけるよう、毎週水曜日に

住民票の写しの交付をはじめとする窓口業務の一部を、午後7時まで延長しています。

�実施日・開庁時間／毎週水曜日（祝日および年末年始を除く）午後7時まで
�実施している窓口業務／

　介護家族の会「よつ

ば会」は、家族どうし

が集い、介護について

の情報交換や知識を深

めるとともに、ともに励ましあって仲間

の支え合いと介護の充実に向けた活動を

目的としています。

�日時／12月2日（水）11：30～13：00
�場所／船迫生涯学習センター
�対象者／介護をしている方、介護を経
　験した方。介護認定の有無、同居・別

　居や施設入所などは問いません

�参加費／ 500円（弁当代）
�申込期限／ 11月 27日（金）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

高齢者のランチを楽しむ会
男の「晩（ばん）げの会」

介護家族の会「よつば会」
会員募集中

【総会を行います】　　　　　　

具体的な内容業　　　務担　当　課

�住民票の写し（広域交付住民票は除く）
�住民票記載事項証明書
�戸籍（除籍）謄・抄本、戸籍附票の写し
�身分証明書
�印鑑登録証明書
�税務証明書

�各種証明書の発行
�印鑑登録の申請
�印鑑登録廃止届町民環境課

� 55-2113

槻木事務所
� 56-1311

※住民異動（転入 ･転居・転出など）の手続きはできません。

※窓口では、本人確認を行いますので、本人確認書類（運転免許証、写真付き住

　基カードなど）を忘れずにご持参ください。

�町税全般の納税
�納税に関する分納などの相談
�所得申告相談などの税務相談

�町税の納税
�納税相談
�各種税務相談

税　務　課
� 55-2116

�上下水道使用料の納入
�転居などに伴う水道開始・中止の申請

�料金の納入
�水道開始・中止の申請

上下水道課
� 55-2119
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柴田町社会福祉協議会職員を募集

�勤務内容／地域包括支援センター業務に従事
�受験資格（職種共通）／（1）柴田町内および近隣市町に住所を有する方
　　　　　　　　　　　（2）普通自動車免許（オートマチック車限定免許を除く）を

　　　　　　　　　　　　  有する方

�第1次試験／期日：12月 13日（日）　　場所：柴田町地域福祉センター
　　　　　　　内容：教養試験・一般性格診断・論文（作文）試験

�第2次試験／期日：1月中旬　　場所：柴田町地域福祉センター
　　　　　　　内容：人物試験・健康診断・資格調査

�申込用紙の請求／柴田町社会福祉協議会で配布（11月 16日から）します。郵便で
　請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、宛先を明

　記の上、120円切手を貼った返信封筒（Ａ4サイズの入る大きさ）を必ず同封して

　ください。

�受付期間／11月 16日（月）～ 30日（月）まで（土・日曜日、祝日を除く）の午前8時
　30分～午後 5時まで。詳細は社協ホームページに掲載しています。

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771　〒989-1606  柴田町大字船岡字中島68
　ホームページ　http://www.s-shakyo.jp/

　簡単ブッシュドノエルをつくります。

クリスマスに向けて、みんなで一緒に楽

しみながらつくりましょう。気軽にお出

かけ下さい。

�日時／12月1日（火）10：00～12:30
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／子育て中のお母さん
�募集人数／ 15人（定員になり次第し
　めきります）

�持ち物／エプロン、三角巾
�参加費／ 1,000 円（託児 300円）

■申 ■問  ＮＰＯ法人しばた子育て支援ゆる
　りん（水戸）　

　老齢もしくは退職を支給事由とする年金は、所得税法上「雑所得」として所得税が

かかります（障害・遺族年金には税金がかかりません）。年金から源泉徴収される所得

税の計算は、受給者の方から提出された「扶養親族等申告書」をもとに行いますので、

各種控除を受けるためには、この申告書を提出しなければいけません。所得税の課税

対象者となる年金受給者の方には「扶養親族等申告書」の用紙が11月上旬頃に郵送

されます。「扶養親族等申告書」の提出がないときは、翌年に支払われる年金から所得

税が多く差し引かれることになります。前年の申告内容に変更のない方も提出が必要

です。同封の説明書をよくお読みになって、決められた期限までに提出してください。

○扶養親族等申告書が送付される方
� 65歳未満の方（昭和21年 1月 2日以後に生まれた方）…年金額が108万円以上

� 65歳以上の方（昭和21年 1月 1日以前に生まれた方）…年金額が158万円以上

�退職共済年金の受給者であって、老齢基礎年金が支給されている方の場合は、退職

　共済年金額が80万円以上

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　★まちづくり推進課
○東北電力㈱白石営業所、㈱ユアテック

　白石営業所、北日本電線㈱さんが、防

　犯灯を寄贈。

　★健康福祉課
○㈱メガネの相沢さんが、老眼鏡を寄贈。

　★柴田児童館
○柴田児童館保護者会さんが、電話フ

　ァックスを寄贈。

　★生涯学習課
○柴田町図書館支援チャリティーコンサ

　ート実行委員会さんが、図書館の図書

　購入費として 245，201円を寄付。

消費者庁をかたった悪質商法
　消費者庁・金融庁・消費生活センター

などの公的機関を装って、「被害調査」

「アドバイス」などと電話し消費者を安

心させた上で、未公開株や金融商品を勧

誘する業者の相談が国民生活センターや

消費生活センターに寄せられています。

「あなただけがもうかる」といったうま

い話はありません。少しでも不審に感じ

たらきっぱり断りましょう。今後、この

ような手口が増加するおそれがあります

ので十分ご注意ください。断り切れず契

約してしまったり、あやしいと思ったら、

すぐご相談ください。

■問  町民環境課　� 55-2113

扶養親族等申告書の提出をお忘れなく

受　験　資　格採用人員職　　　種

1．昭和 29年 4月 2日以降に生まれた方
2．保健師または看護師の資格を有する方
3．おおむね 5年以上の実務経験を有する方
4．介護支援専門員の資格を有する方
5．看護師については、地域福祉相談業務な
　  どの経験を有する方

1人保健師または看護師

1．昭和 29年 4月 2日以降に生まれた方
2．主任介護支援専門員の資格を有する方
3．介護支援専門員として、おおむね 5年以
　  上の実務経験を有する方

1人
主任介護支援専門員
（主任ケアマネジャー）

1．昭和 44年 4月 2日以降に生まれた方
2．介護支援専門員の資格を有し、おおむね
　  5 年以上の実務および地域福祉相談業務
　  などの経験を有する方

1人
介護支援専門員
（ケアマネジャー）

託 児 付 き

ゆるりんセミナーを開催します！
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子育て健康講座

親子ふれあいリトミック

手作りの第3回イルミネーション
in 北船岡町営住宅

実行委員およびボランティア募集

　父親がいない家庭や父親が重度の障害にある家庭の生活安定と自立を助け、児童が

心身ともに健やかに成長するよう役立ててもらうために、母または母に代わって児童

を養育している方に手当が支給される制度です。
※手当は、児童が18歳に達した年度末まで支給されます。ただし、心身に一定の障害がある場
　合は、20歳に達した月までになります。

�対象になる児童／

①父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童　②父が死亡した児童　③

父が重度の障害の状態にある児童　④父の生死が明らかでない児童　⑤父から1年

以上遺棄されている児童　⑥父が1年以上拘禁されている児童　⑦母が婚姻によら

ないで生まれた児童

ただし、次のような場合は支給されません。

�請求者などの所得が一定の額を超えているとき

�公的年金給付や遺族補償を受けることができるとき

　

　20歳未満で心身に障害のある児童の福祉の増進のために、父母または父母に代

わってその児童を養育している方に手当が支給される制度です。

�対象になる児童／

①おおむね療育手帳ＡとＢの一部に該当する方　②身体障害者手帳の1級～3級程

度に該当する方（手帳をお持ちでない方でも障害の程度によっては該当しますので、

詳細については下記にご確認ください）

ただし、次のような場合は支給されません。

�請求者などの所得が一定の額を超えているとき

�障害を事由とした年金を受けることができるとき

�児童（社会）福祉施設などへ入所しているとき

　音楽に合わせて楽しく遊びながら子ど

ものリズム感を高め、親子で参加できる

のでスキンシップを図ることもできます。

�日時／12月4日（金）10:00～11:00
�場所／西住公民館
�対象／未就学児の親子
�募集人数／ 20組（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／個々に必要と思われるもの。
�申込期限／ 11月 27日（金）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

 売却物件1　【船岡東三丁目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／33,015,000 円

 売却物件2　【西船迫二丁目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／18,944,000 円

�抽選日／12月 15日（火）　　　�抽選会場／保健センター4階

�申込期限／12月 10日（木）

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

町有地を売却します

　太陽の村にある望遠鏡で秋から冬の星

座を観察します。ぜひご家族でお越しく

ださい。

�日時／11月24日（火）18：30～19：30
�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）

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　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 653円）は、下記の金額に改正

されました。

�時間額／ 662円
�効力発生年月日／平成21年10月24日

■問  宮城県労働局労働基準部賃金室
　� 022-299-8841

　船迫の名物にしていきたいと思います。

 第1回実行委員会
�日時／ 11月 19日（木）19：00～
�場所／船迫生涯学習センター

■申 ■問  齋藤　

児童扶養手当

■問  子ども家庭課　� 55-2115

特別児童扶養手当

宮城県最低賃金について
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移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子で遊びにきてね～

　「認知症」は、誰にでも起こりうる脳の病気によるもので、65歳以上では 12人に

1人、85歳以上では 4人に 1人にその症状があるといわれています。超高齢社会と

なり、認知症はますます身近なものとなっています。認知症についての正しい知識と

認知症の人への接し方やお世話について学びましょう。

�日時／ 12月 2日（水）13：00～ 15：00　　　�場所／船迫生涯学習センター
�内容／認知症を知り、認知症の人への接し方やお世話について学びます
�講師／（社）認知症の人と家族の会　宮城県支部代表　関東　澄子氏　
�対象者／町民の方　　　�定員／70人　　　�参加費／無料
�申込方法／電話にて「氏名・電話番号」でお申し込み下さい。
�申込期限／11月 27日（金）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）　� 55-2159

　介護をしている仲間で楽しい時間を過

ごしてリフレッシュしませんか？初めて

参加の方もお待ちしております。

�日時／12月7日（月）10：30～13：00

�場所／柴田町地域福祉センター

�参加費／ 1,200 円（昼食代含む）

�申込期限／ 12月 4日（金）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　労働保険は、働く方が業務上または通勤途上の災害により被災した場合に、療養な

どに対する給付や社会復帰のための援助を行う労災保険と、働く方が失業した場合に、

再就職のための給付を行うほか、失業の予防ならびに高齢者や障害を持つ方など就職

困難な方の雇用の促進を図るための援助を行う雇用保険との総称です。

　パートタイム労働者の方も一定の基準に該当すれば、雇用保険に加入しなければな

りません。また、労働者が自ら雇用保険の加入手続きが適正に行われているかを確認

することもできます。労働保険は、労働者が安心して働ける職場作りと、安定した事

業経営に欠かせないもので国が直接管掌する保険制度です。加入手続きについては、

労働保険事務組合への委託や社会保険労務士に依頼すると便利です。

■問  ハローワーク大河原（大河原公共職業安定所）　� 53-1042

　どなたでも相談できます。相談は無料

です。

�日時／12月5日（土）13：30～15：30

�場所／オーガ（大河原駅前）

�内容／生活・雇用・健康などの悩みに

　応えます。ひとりで悩まず、まずはご

　相談ください。

■問  「仙南派遣村」実行委員会事務局（仙
　南民主商工会内）　� 55-3267

�日時／ 12月 1日（火）9：45～ 11：00

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／就学前のお子さんと保護者

�対象学区／船小・東船小学校区

�持ち物／各自必要なもの
※保健師の健康相談があります。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫児
　童館内）　� 54-4040

　ゆずが丘第�宅地造成事業の完了に伴

い、平成 21年 12月 1日付けで大字入

間田字五輪および同字五輪ノ入の各一部

について町の区域をゆずが丘一丁目に変

更（編入）いたします。

�閲覧場所／都市建設課

■問  都市建設課　� 55-2121

　自然の素材を使って自分だけのクリスマス・リースを作ってみませんか。

�日時／ 12月 5日（土）9:30 ～ 12:00　　　
�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）
�参加費／1組 500 円
�持ち物／エプロン・軍手・タオル
�申込期限／12月 1日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520 

　自然の素材を使って動物顔のペン立てを作ってみませんか。

�日時／ 12月 19日（土）9:30 ～ 12:00　　　　
�場所／西住公民館　　　　　　　　　�対象／小学生の親子　
�募集人数／10組（先着順）　　　 　�参加費／1組 500円
�持ち物／エプロン・軍手・タオル　　�申込期限／12月 8日（火）

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

「クリスマス・リースづくり」

「ペン立てづくり」

ウィークエンド遊ゆう塾

町の区域を変更することについて
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太陽の村本格そば打ち教室

　住民自治基本条例をつくる会が主催し、8・9月に開催しました「本音で語り合お

う！地域づくりと住民自治」は、参加者の皆さんから大変好評をいただきました。そ

こで、前回の結果をさらに深めこれからの地域づくりに生かしていくため、その続編

となるワークショップ「しばたの井戸端会議」を開催します。前回参加いただいた方も、

もちろん初めての参加の方も大歓迎です。一人でも多くの皆さんの参加をお待ちして

います。

�日時／ 11 月 28 日（土）13：30～ 16：30　　　�場所／槻木生涯学習センター

�内容／

　（1）地域づくりの事例紹介　遊休農地の活用から広がった地域づくり（上川名地区）

　  　イルミネーションの飾り付けなど小さな活動を通したきずなづくり（北船岡地区）

　（2）少人数のグループで話し合いや作業を行います（前回のワークショップで出さ

　　れた地域課題を検討テーマに取り上げ、その解決策を具体的に検討していきます。

　　ちょっとした知恵やアイディアが目からウロコになることも）。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　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。

�販売期間／11月25日（水）～12月18

　日（金）9：00～ 17：00（土・日曜日、

　祝日を除く）

�販売場所／企画財政課、槻木事務所

�販売価格／ 500円（消費税込）

�規格／ 17.5�× 8.8�　
※予約の必要はありません。

■問  企画財政課　� 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／11月28日（土）9：30～12：00

�場所／柴田町太陽の村

�募集人数／ 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／開催日の前日

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　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／12月2日（水）10：00～11：30

�受付時間／ 10：00～ 10：15

�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）

�募集人数／生後 5～ 10か月の乳児と

　保護者 15組

�申込期限／ 11月 25日（水）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　親子でそしてお友達同士でピアノ演奏

による楽しいコンサートを聴きませんか。

千と千尋の神隠し・崖の上のポニョ・火

垂るの墓・クリスマスメドレーなど演奏

しますよ！

�日時／12月9日（水）15：30～16：15

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／町民

�参加費／無料

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　放送大学では、平成 22年度第 1学期

（4月入学）の学生を募集しています。

放送大学はテレビなどの放送を利用して

授業を行なう通信制の大学です。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。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。

　出願期間は平成 22年 2月 28日まで。

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。

■問  放送大学宮城学習センター　
　� 022-224-0651

�日時／ 11月 21日（土）～ 23日（月）

①スタッフと野鳥の森ハイキング

�時間／ 11：00と 13：00

�参加費／ 200円

②森のクリスマス飾りなどを作ろう

�時間／ 10：00～ 15：00受付

�参加費／ 300円

③若月美香フルートの調べ（21日）

　クリスマスソングを中止に演奏します。

�時間／ 12：00～ 12：30

�参加費／入館料のみ

④クリスマスリース作り（21日）

�時間／ 10：00～ 14：00（要予約）

�参加費／ 1000円

　そのほか、芋煮や玉コンなど日替わり

無料サービス。各日、11：00～ 14：00

の間、限定 50食

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

　菊池邦漣（四日市場在住）の指導する

会の発表会を開催します。ゲストは、津

軽民謡、岩手民謡のトップスター吉田や

す子氏、佐藤正義氏のほか民謡歌手や舞

踊会のかたがた約 100人が出演。入場

無料です。

�日時／ 11月 29日（日）9：30～

�場所／槻木生涯学習センター

■問  菊池　

平成22年版 みやぎ手帳の販売 にこにこマンマ離乳食

放送大学4月生募集
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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7～11

学習参観日2槻木小学校
� 56-1029

歌のつどい11

舞台芸術体験事業2柴田小学校
� 56-1430

授業参観・懇談会4

授業参観・懇談会2船迫小学校
� 55-5394

お楽しみ集会9

教育面談1西住小学校
� 53-3227

社会見学 5年17

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ

12船岡中学校
� 55-1162

振替休業日14

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ

5
槻木中学校
� 56-1331

コラボ授業 2年8・10～11船迫中学校
� 54-1225

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ

12

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。

　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。

�期間／平成 22年 1月 4日（月）～ 6日（水）　　　�時間／13：00～ 15：00
�場所／槻木生涯学習センター　　　�申込期限／11月 30日（月）　　　
�指導教科／数学か英語の質問に答え助言できる方　　　�主催／柴田町教育委員会

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

　江戸中期から現代までの教科書や小
学校の移り変わりにスポットを当てた
「小学校の変遷と教科書展」を開催し
ます。江戸時代の寺子屋から、明治に
開校した町内各小学校の変遷を年表や
写真で展示します。また、児童の人間
形成と深いかかわりのある小学校生活
を、時代の流れとともに教科書はじめ、
教材や学用品、写真パネルなどで展示
紹介します。
�会期／ 1月 31日（日）まで
�開館時間／ 9:00 ～ 16:30
�場所／しばたの郷土館
�入場料／大人200円　高校生100円
　（20名以上で団体割引有）

　
　自分で作った飾りで良いお正月をお
迎えください
�日時／ 12月 19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）
�持ちもの／剪定ばさみ（わら切り用）、
　ペンチ、エプロン、タオル

　

　平成 21年のさくらまつり期間中に
郷土館を利用して、作品の展示発表す
る方を募集します。
�申込期限／ 11月 28日（土）

小学校の変遷と教科書展

　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4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 16日（水）・18日（金）
　・25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

　歌や口笛、ゲームなどで楽しいひととき
を過ごしませんか。手話通訳もつきます。
�日時／12月5日（土）13：00～15：00
�場所／とっておきの広場（北船岡：旧
　羽山児童館）
�参加費／ 300円（お菓子、飲み物付き）

■申 ■問  岡崎　

中学3年生対象「冬季受験力アップ学習会」

学習支援ボランティア募集

しめ縄作り体験学習

作品出展者を募集

�日時／ 1月 10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、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
募集していますが、まだまだ人数が足
りません。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。実行委員会は月1～2回、平
日午後7時半頃から開催する予定です。
�募集人数／ 10人程度

■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
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