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広報しばた・お知らせ版・第606号・柴田町役場まちづくり推進課・柴田町船岡中央2丁目 3-45（� 55-2278）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柴田町ホームページアドレス　http://www.town.shibata.miyagi.jp/

■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

　役場庁舎内で、平日に町税や上下水道

料などの収納を取り扱っていた㈱七十七

銀行派出所が 6月 30日をもって閉鎖さ

れます。これまでご利用していた皆さん

にはご不便をお掛けしますが、お近くの

金融機関での納入をお願いします。また、

便利な口座振替もありますのでご利用く

ださい。口座振替の申込用紙は、各金融

機関および役場内で配布しています。

■問  会計課　� 55-2112

　住民発議により柴田町、大河原町、村田町の合併協議会設置が各町に請求されてい

ます。3町合併をお考えいただく機会として開催しますので、ぜひ、ご参加ください。

�日時／ 7月 5日（土）開場13：00～　開演 13：30～ 15：30

�場所／槻木生涯学習センター

�内容／○講演「南三陸町の合併について」　講師：佐藤仁氏（南三陸町長）

○「私はこう考える3町合併」コーナー（参加者の皆さんから、3町合併に

　対するご意見を自由に出していただき、3町合併を考えるコーナーです。）

�主催／柴田町

■問  企画財政課　� 54-2111

　「柴田町に住み続けたい、住んでよかった」「素晴らしい地域の財産を子や孫に引き

継いでいきたい」そんな町を皆さんの知恵と行動でつくっていくための力になる「住

民自治基本条例」。平成18年 10月に「柴田町住民自治基本条例をつくる会」が町民

公募により設置され、住民目線を大切にして住民自治基本条例の素案づくりを進めて

きました。その条例素案の内容や取り組みについて町民の皆さんに説明し理解を深め

合い、ご意見をいただくため開催します。ぜひ、ご参加ください。

�日時／ 7月 12日（土）13：30～ 16：30　　　　　�場所／槻木生涯学習センター

�内容／●基調講演　●人形劇「シブータ国に条例がやってきた」　●つくる会取り組

　み経過説明　●（仮称）柴田町住民自治によるまちづくり基本条例内容説明

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

　ユーモアあふれるお話の中で教育者と

しての経験や飯舘村での取り組みを紹介

します。

�日時／ 7月 5日（土）14：00～
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／子育て世代はもちろん子育ての
先輩やお孫さんのいる世代の方々に

「地域の子どもたちは地域ぐるみで育

てる」ことの大切さをみんなで考える

ための講演会です。

�講師／神長敬治氏（前福島県飯舘村教
　育長・元名取市立ゆりが丘小学校長）

■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　骨粗しょう症検診を申し込まれた方に受診票を配布します。当日受診票がないと受

診できません。6月 20日（金）までに受診票が届かなかった場合はご連絡ください。

また、申し込まれなかった方で、受診を希望される方は 6月 20日（金）までにお申し

込みください。なお、当日会場でのお申し込みはできません。

�対象／40歳、50歳の女性（平成21年 3月 31日現在）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

役場内の銀行派出所が
廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃廃止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止廃止になります

受付時間実施会場実  施  日

いずれも 13：30～ 14：00

いずれも 14：00～ 14：30

保健センター6月 26日（木）

槻木生涯学習センター6月 27日（金）
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　町議会では、議会の活動を町民の皆さんに報告するとともに、議会や町政に対する意見や要望などを直接お聴きするため、下記

の日程で「議会懇談会」を開催します。次の内容で行いますので、ぜひご参加ください。

　（1）平成 19年柴田町議会報告会に係る要望事項報告　　　（2）平成 19年度柴田町議会活動報告

　（3）懇談：テーマ「ごみ問題」　　　　　　　　  　　　　（4）意見交換

※指定された会場以外でも参加できます。

■問  議会事務局　� 55-2136

　介護保険の施設に入所または短期入所

生活介護（ショートステイ）を利用され

ている方の居住費（滞在費）および食費

は自己負担になっていますが、町民税非

課税世帯の方はそれらの費用が減額にな

る「介護保険負担限度額認定」制度があ

ります。介護保険の認定を受け、まだ申

請をされていない町民税非課税世帯の方

は、申請してください。

■問  健康福祉課　� 55-2159

　ゆかたを着て出掛けませんか。1人で

着れるよう学習します。

�日時／7月9日・16日・23日・30日

　の水曜日　19：00～ 21：00

�場所／船岡生涯学習センター

�対象／ 18歳～ 30代の女性

�募集人数／ 10人（先着順）

�参加費／無料

�申込期限／ 7月 1日（火）

■申 ■問  船岡生涯学習センター
　� 59-2520

　ＡＥＤを用いた心肺蘇生法など、救命

処置の基礎知識を身に着けます。

�日時／ 6月 25日（水）9：00～ 12：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／成人男性
�募集人数／ 10人（先着順）
�参加費／ 125円（テキスト代）
�申込期限／ 6月 21日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　7月に牛久市で開催される第 35回国

際口笛大会の日本代表「高木満理子」さ

んのミニコンサートを開催します。当日

は国際大会での演奏曲やクラシック、

ポップスなどを織り交ぜ、口笛の魅力が

体感できる楽しいコンサートです。参加

費は無料です。

�日時／6月21日（土）11：00～11：30
�場所／船迫生涯学習センター
�募集人数／ 50人

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　労働問題のトラブルについて社会保険

労務士が相談に応じます。※予約制

�日時／毎週水曜日 13:00 ～ 17:00
�場所／仙台市青葉区本町一丁目 9-5
　五城ビル 4階

�相談内容／解雇、賃金、セクハラ、休
　日、休暇、労働時間など労働問題全般

■予 ■問  宮城県社会保険労務士会総合労働
　相談室　� 022-223-0573

　奥の細道、伊勢物語、百人一首を中
心に古典を楽しむ講座の受講生を募
集します。
�日時／6月28日（土）～10月4日
　（土）の計 8回　10：00～ 11：30
�場所／しばたの郷土館
�内容／奥の細道、伊勢物語、福島県
　の歌枕などを鑑賞します。
�募集人数／ 25人（先着順）
�参加費／ 2,000 円
�申込期限／ 6月 21日（土）

「古典入門」の受講生募集

担　当　議　員対象行政区会　　　場開催日時

小丸淳、加藤克明、星吉郎、水戸義裕、
白内恵美子、加茂力男、伊藤一男

1、2、3、4、5、6Ａ、6Ｂ、7Ａ、
7Ｂ、8、9Ａ、9Ｂ

保健センター（4階）

7月 6日（日）
14：00～ 16：00

杉本五郎、大坂三男、大沼喜昭、我妻弘国、
有賀光子、太田研光、加茂紀代子

13、14、15、16、17Ａ、17Ｂ、
18Ａ、18Ｂ、19、20

槻木生涯学習センター

水戸和雄、佐藤輝雄、百々喜明、
森淑子、広沢真、大沼惇義

10、28、29Ａ、29Ｂ、29Ｃ、
29Ｄ

船迫生涯学習センター

小丸淳、加藤克明、星吉郎、水戸義裕、
白内恵美子、加茂力男、伊藤一男

21、22、23、24、25、26、27農村環境改善センター

7月 13日（日）
14：00～ 16：00

杉本五郎、大坂三男、大沼喜昭、我妻弘国、
有賀光子、太田研光、加茂紀代子

30西住公民館

水戸和雄、佐藤輝雄、百々喜明、
森淑子、広沢真、大沼惇義

11Ａ、11Ｂ、11Ｃ、12Ａ、
12Ｂ

船岡生涯学習センター

浴衣着付け教室

とうちゃんの技磨き
（救命処置の技）
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消火器の訪問販売に
ご注意を！

　近い将来、高い確率で宮城県沖を震源
とする大規模地震が起こると予想されて
います。これらに対応し、町では旧耐震
基準で建てられた木造住宅の耐震強度に
ついて、正しく認識していただくため、
戸建て木造住宅の耐震診断助成事業を
行っています。
�内容／県・仙台市が認定した耐震診断
　士を派遣し、住宅の耐震診断と改修計
　画を行います。
�対象／昭和56年5月31日以前に着工
　した木造戸建て住宅
�費用／住宅の延床面積により 8,000
　円以上の自己負担が掛かります。
�募集件数／ 20件（先着順）

■申 ■問  都市建設課　� 55-2120

　国民年金保険料の納め忘れがあると、将来受け取る老齢年金の額が減額または受け
られなくなることがあります。もしものときの障害年金や遺族年金が受けられなくな
ることもありますので、宮城社会保険事務局・社会保険事務所では次のようなご案内
を行っています。
 電話によるご案内 ･･･ 社会保険事務局と委託契約を結んだ業者が平日だけでなく、土
曜日や日曜日、夜間も電話による納付のご案内を行っています。毎月の納付期限まで
に国民年金保険料の納付の確認ができなかった方や、比較的短い期間を納め忘れた方
に対しての「納付のご案内」です。
 戸別訪問 ･･･ 社会保険事務所職員や国民年金推進員、国民年金収納指導員が身分証明
書を携帯して直接皆さんのご自宅に伺って、制度のご案内や届出の相談、国民年金保
険料の徴収などを行っています。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれ個性と能力を発揮でき
る「男女共同参画社会」。その実現のためには、国や地方公共団体だけではなく、皆さ
ん1人ひとりの取り組みが必要です。

■問  内閣府男女共同参画局　� 03-3581-2022　http://www.gender.go.jp/

　広報しばたは14,450部作成し、町内全
世帯および町内外の関係団体に配布して
います。先着順にて受け付けしています。
�掲載料金／ 10,000 円（1枠）

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

�日時／ 7月 4日（金）14：00～
�場所／えずこホール（大河原町）
�内容／講演「新しき地方自治の流れに向
　けて～生き残る地域　崩壊する地域～」
�講師／大森彌氏（東京大学名誉教授）
�参加費／無料

■問  仙南地域広域行政事務組合総務課
　� 52-2628

�日時／6月28日（土）13：00～15：00
�場所／えずこホール（大河原町）
�内容／講演「困難を乗り越え強く生き
　る～人と人助け合う心、人間として最
　も大切なこと～」　講師：濱宮郷詞氏
�参加費／無料
�濱宮郷詞氏ホームページ／
http://members.jcom.home.ne.jp/0538874401/

■問  さくら青年会議所（橋浦）
　� 090-2957-3089

　ほたるが放つ自然の輝きをぜひご覧く

ださい。参加費は無料です。

�日時／6月28 日（土）19：30～20：30
�場所／ほたるの里（入間田字田中）
�自由鑑賞期間／6月25日（水）～7月10
　日（木）19：30～ 20：30が見ごろです。
※場所など詳しくはお問い合わせください。

 お願い 自然保護のため、ほたるは持ち
帰らないでください。

■申 ■問  ほたるの里実践委員会（高橋）
　� 56-3495

　消火器の悪質訪問販売が各地で発生し

ています。「消火器の設置が義務付けら

れています」「この消火器は古くなってい

るので交換しなければなりません」など

と言って強引に売りつけようとしますが、

一般家庭には、消火器の備え付けや、既

にある消火器の点検義務はありません。

（火災への備えとして自主的に設置して

おくことは、望ましいことです。）

 トラブル防止のポイント
○身分と用件をしっかり確認しましょう。

　町や消防署が業者に販売や点検を依頼

　することはありません。

○購入する前に家族や知人に相談しまし

　ょう。

○必要がないときは、はっきりと購入や

　点検を断りましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

　水泳の基本動作を習得し、水に慣れ親

しみ、水は怖くないことを体験します。

�期間／ 7月 5日（土）～ 9月 27日（土）
　　　　毎週土曜日 9：30～ 11：30

�場所／宮城県仙南総合プール
�募集人数／年齢、性別不問 15人
�受講料／ 6,000 円※プール使用料は個人
　負担です。協会有資格指導員が指導します。

�持ち物／水着、水泳帽、水中眼鏡など
�申込期限／ 7月 1日（火）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　� 55-5550

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料国民年金保険料ののののののののののの納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付納付ををををををををををを確確確確確確確確確確認認認認認認認認認認確認ささささささささささせせせせせせせせせせてててててててててていいいいいいいいいいたたたたたたたたたただだだだだだだだだだききききききききききまままままままままますすすすすすすすすすさせていただきます

木造住宅の地震防災対策

第 2回第 2回

初心者水泳教室初心者水泳教室

�日時／ 6月 24日（火）～ 7月 6日（日）
　10：00～ 17：00（最終日は 16：00まで）
�場所／ふるさと文化伝承館

■問  しばたの郷土館　� 55-0707

「広報しばた」有料広告
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主な行事日学　校

授業参観・懇談会1船岡小学校
� 55-1064

開校記念日3

家庭訪問22～29

学習参観日・演奏会5槻木小学校
� 56-1029

振替休業日7

ＰＴＡレク12

水泳教室22～23

学習相談23～25

授業参観・懇談会2柴田小学校
� 56-1430

ＰＴＡバレーボー
ル大会

19

授業参観・懇談会2船迫小学校
� 55-5394

お楽しみ集会10

避難訓練12

かっぱ教室22～24

七夕集会4西住小学校
� 53-3227

授業参観日5

みどりの時間15

学習教室22～25

科学巡回教室3東船岡小学校
� 55-1811

学習参観5

体力テスト9～11

開校記念日11

授業参観3船岡中学校
� 55-1162

県中総体19

家庭訪問・三者面談22～31

授業参観・学年ＰＴＡ10槻木中学校
� 56-1331

県中総体・吹奏楽
コンクール激励会

17

県中総体22～25

家庭訪問25～8/1

親子レク27

防犯訓練9船迫中学校
� 54-1225

学年ＰＴＡ・授業参観11

中総体20～23

教育相談23～30

終業式18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。

　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／7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／7月11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

　高齢や障害で、摂食・嚥下機能および

言語機能に不安のある方やご家族に対し、

無料相談を実施します。（要予約）

�日時／①6月24日（火）13：00～17：00
　　　　②7月29日（火）13：00～17：00
�場所／保健センター
※外出できない方は、自宅への訪問による相談
　もできます。

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2159

　介護者の皆さんで、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。ぜひ、ご参加ください。

�日時／ 7月 3日（木）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  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

　「第2の心臓」といわれる足裏を刺激す

ることでリンパの流れを良くし、生き生

きとした健康な毎日を送りましょう。

�日時／6月26日（木）10：00～12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／町内在住の方
�募集人数／ 20人（先着順）

■申 ■問  柴田町デイサービスセンターさく
　ら苑　� 55-0922
　特別養護老人ホーム常盤園
　　� 55-1421

第 1 位／鈴木雄幸（52）

第 2 位／鈴木重吉（54）

第 3 位／村上　智（55）

第 4 位／玉手秋雄（55）

第 5 位／三浦洋信（55）

第 6 位／島貫孝雄（55）

第 7 位／森　輝夫（57）

第 8 位／山家敏子（58）

第 9 位／安藤好明（58）

第10位／牧野哲郎（59）

�日時／ 7月 5日（土）17：30～
※総会終了後、懇親会があります

�場所／舞鶴会館（白石市役所隣）
�会費／ 3,000 円
■問  白石工業高等学校同窓会事務局
（高橋）　� 0224-25-3240

移動なかよし広場
～楽しいよ♪親子であそびにきてね！～

�日時／6月24日（火）10：00～11：30
�場所／船岡体育館
�対象学区／全小学校区（運動会ごっこ）

�日時／7月3日（木）10：00～11：30
�場所／農村環境改善センター
�対象学区／槻小・柴小学校区

�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※両日とも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。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫
　児童館内）　� 54-4040 第 4回サカモト杯

親睦交流グラウンド・ゴルフ大会結果
（5月 8日・総合運動場）

介護予防教室
～フットケアでリフレッシュ～

※（　）内は
　打数

お詫びと訂正
　広報しばた 6・7月号の 7ページ「町

長へのメッセージにお答えします」のな

かで「乳幼児医療の外来診療を 3歳未満

児から 4歳未満児まで拡大しました」と

ありますが、実施は今年 10月からとな

ります。お詫びして訂正いたします。
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