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　山に入るときは、野生動物（クマ・イ

ノシシなど）に気をつけてください。

■問  地域産業振興課　� 55-2122

たのしい福祉講座
～新たなライフスタイルを探してみませんか～

　在日外国人の現状と課題について学ぶとともに、気軽に国際交流ボランティア活動

をしてみませんか。国際色のエッセンスが盛り沢山の講座です。

�日時・内容／
○第1回 7月 25日（金）10：00～ 11：30
「韓国と日本の文化や福祉」講師：仙台大学健康福祉学科講師　朴賢貞氏

○第2回 8月 25日（月）10：00～ 11：30
「ユニセフの出前講座」（財）日本ユニセフ協会宮城県支部　五十嵐栄子氏

○第3回 9月 25日（木）10：00～ 11：30
「手づくりのぬくもりを通じて人生を楽しむ」講師：陶芸家　ジェームス・オペ氏

○第4回 10月 28日（火）13：30～ 15：00
「気軽に国際交流ボランティア活動をしてみませんか」講師：（財）宮城県国際交流

協会企画事業課長　大村昌枝氏

�場所／柴田町地域福祉センター　　�対象／ボランティア活動に関心のある方
�募集人数／30人　　　　　　　　�参加費／社協会員無料、非会員1講座300円
�申込期限／7月 22日（火）

■申 ■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771
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ジャンプ式や自動開閉式の
折りたたみ傘に注意！

　下水道管布設工事に伴い下記のとおり

車両通行止めおよび片側交互通行となり

ます。施工期間中は、全区間を一度に通

行止めにしないで、約20ｍ～30ｍ毎に

区切って順次施工します。なお、工事期

間中は交通誘導員を配置し、また迂回路

看板などを設置して円滑な誘導に努めま

すので皆さまのご理解とご協力をお願い

します。

■問  上下水道課　� 55-2118

　国民生活センターの発表によるとジャ

ンプ式や自動開閉式の折りたたみ傘によ

る事故が、全国の消費生活センターに寄

せられています。

（事例 1）傘売り場で、自動開閉式折りた

たみ傘を試しに広げ、閉じようとしたと

ころ、ばねが予想以上に強く、跳ね返っ

た傘の柄（手元）が当たり眉間を裂傷した。

（事例 2）小学生の児童が下校時、友達に

自動開閉式を見せようとして開いたとこ

ろ、距離がとれず、思った以上に柄（手

元）が伸びたため、目の炎症と鼻に切り

傷を負った。

 アドバイス
　事故の多くは、傘を閉じる際や傘袋に

収納する際に発生しています。中棒を押

し込む力が足りずきちんとロックされて

いない場合や、傘を閉じる際に開閉ボタ

ンに触れてしまった場合などに中棒が勢

いよく飛び出してしまい、柄（手元）が

顔などにぶつかることがあります。十分

注意し、顔の近くで操作しないようにし

ましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

　水道管布設工事に伴い、下記のとおり

車両通行止めおよび片側交互通行となり

ます。なお、工事期間中は交通誘導員を

配置し、また迂回路看板などを設置して

円滑な誘導に努めますのでご理解とご協

力をお願いします。

　

■問  上下水道課　� 55-2119

　満額の老齢基礎年金を受給するために

は、生年月日によって必要な納付月数が

決められており、満額に必要な納付月数

に満たないときは、60歳以降に国民年

金に任意加入して納付月数を増やすこと

ができます。過去そのように 60歳以降

に国民年金に任意加入した方の中には、

気づかずに満額に必要な納付月数を超え

て保険料を納付してしまったケースがあ

ります。

　平成 17年 3月以前に満額の老齢基礎

年金を受給するために任意加入されてい

た方で、満額の老齢基礎年金を受給でき

る月数を超えて保険料を納付された方は、

その超えた月数の保険料をお返しいたし

ます。手続きには社会保険事務所に申出

書を提出していただく必要があります。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

国民年金の高齢任意加入
納めすぎた保険料をお返しします

期　間交通規制

7月中旬～　　　
　10月 10日（金）

片側交互通行
（夜間開放）①

7月中旬～　　　
　10月 10日（金）

片側交互通行
（夜間開放）②

7月中旬～　　　
　10月 10日（金）

車両通行止め
（夜間開放）③

7月中旬～　　　
　10月 10日（金）

車両通行止め
（夜間開放）④

① 西船迫一丁目地内

② 西船迫二丁目地内

③ 船岡東一丁目地内

④ 船岡字清住町地内

期　間交通規制

7月下旬～　
10月 30日

車両通行止め
（昼夜間共）

①

7月下旬～　
12月 10日

歩道部施工時
片側交互通行

（夜間車道部開放）
車道部施工時
車両通行止め
（昼夜間共）

②

7月下旬～　
10月 30日

③

船岡字大住町地区

船岡新栄 3・4丁目地内

水道工事水道工事によりにより

交通規制交通規制となりますとなります

下水道工事下水道工事によりにより

交通規制交通規制となりますとなります
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　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

　平成20年 1月 1日以前に存在してい
る住宅（賃貸住宅は除く）について、平
成20年4月1日から平成22年3月31
日までの間に、省エネ改修工事を行った
場合、申告により固定資産税が減額され
ます。
�要件／次の①から④までの工事のうち
①を含む工事で、現行の省エネ基準を
満たす改修工事であり、費用が一戸当
たり 30万円以上あること。①窓の改
修工事（二重サッシ化、複層ガラス化
など）②床の断熱改修工事③天井の断
熱改修工事④壁の断熱改修工事
�減額される期間と範囲／①工事が完了
した年の翌年度分に限り、固定資産税
が減額されます。②一戸当たり 120
�相当分までの税額3分の1分が減額
されます。固定資産税の減額について
は省エネ改修工事の他に住宅のバリア
フリー改修、住宅耐震改修に伴う減額
制度もありますので詳しくはお問い合
わせください。

■問  税務課　� 55‐2116　国民生活金融公庫は、中小企業の皆さまへの事業資金や、教育資金などの融資を行

う全額政府出資の政府系金融機関です。当公庫の融資は、固定金利で長期のご返済が

可能となっているため、大変ご利用しやすいものとなっています。お気軽にお問い合

わせください。

　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／8月11日（月）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／ 8月 4日（月）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　今年 10月から入院・通院の乳幼児医

療費助成対象者の年齢が3歳未満児から

4歳未満児に拡大します。それにより、

入院・通院ともに医療機関の窓口での医

療費が「4歳の誕生日の属する月の末日」

まで無料となります。

■問  町民環境課　� 55-2113

バンド、フリーマーケットの参加者募集

�日時／８月17日（日）10：00～16：30
�場所／太陽の村
�内容／野外ライブ、フリーマーケット、
　子ども広場など

■問  舟山　

　国の教育ローンは平成20年 10月以降よりご利用いただける方の世帯の年間収入

（所得）の上限額が引き下げになります。詳しくは国民生活金融公庫仙台支店までお

問い合わせください。

■問  柴田町商工会　� 54-2207　  国民生活金融公庫仙台支店　� 022-222-5173

（平成 20年 7月 1日現在）

利率（年）返済期間融資限度額

2.65％～
  5 年以内

4,800 万円
運転資金国の事業ローン

（普通貸付） 10年以内設備資金

通常の金利
＋ 0.65％

  5 年以内
4,800 万円

運転資金第三者保証人
不要融資制度 10年以内設備資金

2.65％～
15年以内7,200 万円設備資金新企業育成貸付

（新規開業資金）   5 年以内4,800 万円うち運転資金

2.25％10年以内
学生・生徒一人に
つき 200万円　  

入学資金
在学資金

国の教育ローン

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・転出等）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
　ード等）を忘れずにご持参ください。　

�町税全般の納税
�納税に関する分納等の相談
�所得申告相談等の税務相談

�町税の納税
�納税相談
�各種税務相談

税務課
� 55-2116

※電話による相談も受け付けています。

�上下水道使用料の納入
�転居等に伴う水道開始・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

にこにこマンマ離乳食
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○年金から天引きされる方（①～④すべてに該当する方）

①世帯内の国民健康保険加入者、全員が65～ 74歳であること。

②世帯主の方が平成22年 3月末日までに75歳にならないこと。

③世帯主の方が介護保険料を年金から天引きされていること。

④対象となる年金の年額が18万円以上で、特別徴収額（介護保険料と国民健康保

　険税の合計額）が年金額の2分の 1を超えないこと。

○10月より年金から天引きされる場合には、7月に届く納税通知書及び期別明細に

　対象者氏名及び徴収金額が記載されていますので、ご確認ください。

○年金から天引きされない方は、いままでどおり普通徴収となります。

○本来10月より年金から天引き（特別徴収）される方のうち、以下の①および②い

　ずれの要件も満たす方は、税務課（または槻木事務所）へ申し出いただくことによ

　り、保険税を口座振替（普通徴収）でお支払いいただくことが可能となります。

①これまで、保険税を滞納することなく納めていただいている方。

②これからの保険税を口座振替により納めていただける方。

�申出期間／平成20年 7月 14日（月）～ 8月 11日（月）（必着）

�必要なもの／印鑑、被保険者証、口座振替でなかった方は口座振替の手続きをした

　「ご本人控え」
※8月 12日以降、申請された場合は、10月分の中止手続きに間に合いませんので12月分
　以降の年金から中止させていただくことになります。ご了承ください。

�納期／平成20年度は 4月～ 9月までは普通徴収、10月から特別徴収となります。

　

　平成17年 1月 1日現在、65歳以上（昭和 15年 1月 2日以前生まれ）で公的年

金所得のある方について、平成18年度から公的年金所得に係る所得割額の算定の特

例の経過措置がとられてきましたが、平成20年度から特例の経過措置がなくなりま

した。

■問  税務課　� 55-2116

　不登校やひきこもりなどの青少年の自

立支援、または高次脳機能障害や若年認

知症のある方の居場所づくりのための準

備会を立ち上げました。自立支援セン

ター設立準備会は、関心のある方、当事

者や家族の方々のフリートークを交えな

がら進めていきます。ぜひ、お集まりく

ださい。仙台市でフリースクールを主宰

している方も応援に駆けつけてください

ます。

�日時／7月19日（土）13：30～16：00
�場所／北船岡集会所（旧羽山児童館）
�アドバイザー／ＮＰＯ法人ミヤギニ
　ュースセンター代表　土佐昭一郎氏、

　フリースクールだいと代表　石川昌征氏

■問  小原和子　
　 岡崎洋子　

　心身障害者医療費助成、母子・父子家

庭医療費助成、乳幼児医療費助成につい

て、これまで助成対象としていた「入院

時食事療養費」および「入院時生活療養

費」が、平成 20年 10月診療分から助

成対象外となります。これは、「入院」と

「在宅療養」との負担の均衡を図ること

などの理由から、今回対象外となるもの

です。

■問  心身障害者医療費助成・健康福祉課
　� 55-5010、母子父子家庭医療費助成
　・子ども家庭課 � 55-2115、乳幼児医
　療費助成・町民環境課 � 55-2113

青少年の自立支援準備会

入院時食事療養費および

入院時生活療養費の　 
助成が廃止になります

第10期第9期第8期第7期第6期第5期第4期第3期第2期第1期

普  
通  
徴  
収

翌年1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

7月に届く納税通知書
4月に届く納税通知書
（暫定納付書）

前年の税額の10分の 3 特別徴収へ変わります
被保険者の前年の所得
額が確定されたもので
計算されます

第6期第5期第4期
特  
別  
徴  
収

翌年2月12月10月

7月に届く納税通知書
被保険者の前年の所得額が確定され
たもので計算されます
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　予防接種は乳幼児期だけでなく、学童

期にも接種が必要なものがあります。実

施期間を過ぎると自費で受けていただく

ようになります。対象の方は、夏休みの

時期を利用するなどして忘れずに予防接

種を受けましょう。なお、対象の方で転

入などの理由によりお手元に予診票がな

い方はご連絡ください。

〈対象の予防接種〉
� 11 ～ 12歳：ジフテリア破傷風 2期

�中学 1年生相当：麻しん風しん 3期

�高校 3年生相当：麻しん風しん 4期

■問  健康福祉課　� 55-2160

介護予防と健康づくり
「男のカッコイイ歩き方講座」

　自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障

害など発達障害で悩んでいませんか？

「自分の子どもをもっと良く知りたい」

「うちの子は発達障害なのでは？」など、

この機会に相談してみませんか？支援ス

タッフ、専門相談員が相談に応じます。

（要予約）

�実施日／ 8月 20日（水）
�場所／オーガ（大河原駅前）
�対象／本人、家族、支援者（年齢は問
　いません）

■予 ■問  県南生活サポートセンター「アサン
　テ」� 51-5361

　人間の歩く基本動作の仕組みを学び、

色々な歩き方を通しより効果の上がる歩

き方をマスターしてみましょう！

�日時／ 8月 2日（土）9：30～ 12：00
�会場／柴田町地域福祉センター
�講師／仙台医健専門学校副校長
　高橋英子先生（医学博士、薬学博士）

�対象／おおむね 65歳以上の男性
�募集人数／ 30人（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 7月 25日（金）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）� 55-2159

　最近、私有地などの雑草について多く

の苦情が寄せられています。雑草を放置

しておくと景観を損ねるだけでなく、害

虫などの発生源や通行の妨げになること

もあります。明るく住みよい町づくりと、

衛生面、私有地財産管理の観点から、土

地所有者や管理者の方は適切な除草を行

い、環境美化に心がけ周囲に迷惑をかけ

ないようにしましょう。

　なお、除草した雑草はよく乾燥させて
燃えるごみへ出してください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　思春期や更年期による身体的・精神的

不調、家庭や職場でのストレスなどで悩

んでいる女性の方を対象に、女性医師が

無料で相談に応じます。（完全予約制）

�日時／ 8月 9日（土）14：00～ 17：00
�場所／大河原町
※詳細は予約時にお知らせします。

�予約日時／月～金曜日9：00～17：00
�予約専用電話／ 090-5840-1993
　宮城県女医会女性の健康相談室

■問  県健康推進課　� 022-211-2623

　電子回路を使ったお

もちゃを作ってみませ

んか。

�日時／ 7月 26日（土）
　　　　13：00～ 16：00

�場所／しばたの郷土館
�対象／小学校4年生～6年生と保護者
�募集人数／親子 10組
�参加費／ 3,000 円
�申込期限／ 7月 22日（火）

■申 ■問  しばたおもちゃ病院（加藤）
　

　介護者どうし、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／ 8月 7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

　滅びゆくふる里の民話や伝説を次世代

に語り継いでいます。昔話だけでなく子

どもたちと折り紙やお手玉などの伝承遊

びもしています。あなたも「かたりべ」

になりませんか？

■問  柴田かたりべの会
　事務局（鳴海）
　

　乳幼児のお子さんの言葉について、

「あまり話さない」「発音がはっきりしな

い」「どもってしまう」といったご心配は

ありませんか。言語聴覚士が相談に応じ

ます。（要予約）

�日時／8月19日（火）10：00～17：00
�場所／県仙南保健福祉事務所
�申込期限／ 7月 25日（金）

■予 ■問  健康福祉課　� 55-2160

予防接種を忘れず
受けましょう

雑雑雑雑雑雑雑雑雑雑草草草草草草草草草草雑草ののののののののののの適適適適適適適適適適切切切切切切切切切切なななななななななな処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理適切な処理ををををををををををを行行行行行行行行行行いいいいいいいいいいままままままままままししししししししししょょょょょょょょょょうううううううううう行いましょう 親子電子工作教室

柴田かたりべの会
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　大人気！環境にやさしい石けんを作り

ます。ただ捨てているなんてもったいな

い米のとぎ汁の有効利用法、生ごみの活

かし方もします。

�日時／ 7月 27日（日）13：30～
�場所／槻木生涯学習センター
�参加費／ 500円
�持ち物／ゴム手袋、作業着、筆記用具、
　ペットボトル（1.5 ～ 2L）に新鮮な米

　のとぎ汁を入れたもの、あればヨーグ

　ルト・牛乳（1L）等の空容器、使用済

　食用油　※作ったものは持ち帰りできます

�申込期限／ 7月 23日（水）

■申 ■問  自然となかよしの会
　（伊藤）
　（浅野）

ＥＭ手づくり石けん講座

　ＮＨＫ学園では、通信教育で介護福祉

士の受験資格を取得できる「専攻科社会

福祉コース」および生涯学習通信講座の

学生・受講者を募集しています。まずは

無料の案内書をご請求ください。

�募集内容／専攻科社会福祉コース（介
　護福祉士受験資格取得・2年制）、生涯

　学習通信講座（趣味から資格まで全

　200コース以上）

�募集期間／専攻科社会福祉コース：10
　月15日～ 12月 17日、生涯学習通信

　講座：通年申込受付

■問  ＮＨＫ学園　� 042-572-3151
　無料案内書請求フリーダイヤル　
　� 0120-06-8881

　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

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

　2011年（平成 23年）7月 24日までに今までのテレビ放送（地上アナログ放送）

は終了します。それ以降は、アナログテレビをお使いの方は、そのままテレビ放送（デ

ジタル放送）を見ることができません。

　地上デジタル放送を視聴するには

①地上デジタル放送対応のテレビに買い換える

②地上デジタルチューナーを買い足す

③地上デジタル放送対応済みのケーブルテレビで視聴する、各方法があります。

　①、②については、ＵＨＦアンテナが必要です。なお、ＢＳアナログ放送も地上デ

ジタル放送と同じ2011年 7月 24日までに終了します。詳しくは、下記へお問い合

わせ願います。

■問  総務省地デジコールセンター（地上デジタル放送について）
� 0570-07-0101（ナビダイヤル）ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない
場合　� 03-4334-1111　平日9：00～ 21：00　土日祝9：00～ 18：00
ＢＳデジタル放送お問い合わせセンター（ＢＳデジタル放送について）
� 0570-01-2011（ナビダイヤル）ＩＰ電話など、ナビダイヤルがつながらない
場合　� 045-345-4080　平日9：00～ 21：00　土日祝9：00～ 18：00
（社）デジタル放送推進協会　http://www.dpa.or.jp

�日時／ 1月 11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 28日（金）までに下記へご連絡ください。

　

　柴田町では、平成21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時から数回開催する予定です。希望者は、8月29日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 7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

ＮＨＫ学園

平成20年度入学生・受講者募集

成人式実行委員募集！

～新成人の抱負～
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　柴田町には、8つの公民館など生涯学習施設があります。各種会合に、また、趣味の

サークルなどに、ぜひご利用ください。なお、休館日は、毎週月曜日（月曜日が祝日

のときはその翌日）です。

�予約受付／使用日の3カ月前（槻木生涯学習センターホールは6カ月前）から受付

　できます。

�申請受付／使用日の7日前までに使用する施設へ申請書を提出。使用料は3日前ま

　で納付してください。

�受付時間／火～土曜日の8:30 ～ 17:15（日・月曜日、祝日及び時間外は受付でき

　ません）。

�施設／槻木生涯学習センター � 56-1997　　船岡生涯学習センター � 59-2520

　　　　船迫生涯学習センター � 57-2011　　しばたの郷土館 � 55-0707

　　　　農村環境改善センター � 56-4777　　船岡公民館 � 55-2030

　　　　西住公民館 � 52-4101　　　　　　　船迫公民館 � 56-5128

■問  生涯学習課　� 55-2135

　パン粘土で、オリジナルの壁飾りを作

りませんか。

�日時／ 8月 9日（土）9：30～ 11：30

�場所／船岡生涯学習センター　和室

�対象／小学生またはその親子

�募集人数／ 15組（先着順）

�参加費／ 600円

�持ち物／作品を入れる袋または箱（30

　�位のもの）

�申込期限／ 8月 1日（金）

■申 ■問  船岡生涯学習センター　
　� 59-2520

　ハンカチにオリジナルのデザインをし

て、自分だけのハンカチを作りませんか。

�日時／ 8月 9日（土）13：30～ 15：30

�場所／西住公民館　和室

�対象／小学生またはその親子

�募集人数／ 15組（先着順）

�参加費／ 500円

�持ち物／エプロン

�申込期限／ 8月 1日（金）

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

　株券電子化により、上場会社の株券は

無効となり、株主の権利は証券会社など

の金融機関の口座で電子的に管理されま

す。お手元の株券が本人名義になってい

ない場合は、電子化により株主としての

権利を失うおそれがありますので、注意

が必要です。ご自宅のタンスや貸金庫で

長期間保管されている株券の中には、名

義書換や転居の際の住所変更などが済ん

でいないものもあると考えられますので、

この機会にご確認されることをお勧めし

ます。株券電子化により、株式の管理や

取引がより効率的に、より安全に行なえ

るようになります。

■問  日本証券業協会証券決済制度改革推
　進センター　� 03-3667-4500（平
　日9：00～ 17：00）

�日時／ 7月 31日（木）

　　　　午前の部 10：00～

　　　　午後の部 13：30～

�場所／船迫生涯学習センター

�上映作品／午前の部：水の事故と安全・

　ケロロ軍曹、午後の部：水の事故と安

　全・ＹＥＳプリキュア 5

�対象／幼児～小学生

�参加費／無料

■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　親子で楽しくおやつを作ってみません

か。

�日時／ 8月 2日（土）10：00～ 12：00

�場所／槻木生涯学習センター

�対象／小学生の親子

�募集人数／親子 12組（先着順）

�参加費／ 600円

�申込期限／ 7月 26日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　韓国語の基礎を学び、自分の名前をハ

ングル文字で書いてみませんか？

�日時／7月24日（木）10：00～12：00
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／成人
�募集人数／ 12人（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／筆記用具
�申込期限／ 7月 19日（土）

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

“ビールのおつまみ”を簡単に作れる技

を身につけます。

�日時／7月30日（水）10：00～12：00
�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／ 600円
�申込期限／ 7月 23日（水）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

とうちゃんの技磨き
（男の料理）

韓国語体験講座

ウィークエンド遊ゆう塾

親子でおやつを作りましょう

ウイークエンド遊ゆう塾

夏休み工作教室

「パン粘土で作る壁飾り」

ウイークエンド遊ゆう塾

夏休み工作教室

「ステンシルハンカチ」

2009年 1月
上場会社上場会社の株券株券が
電子化電子化されます
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主な行事日学　校

球技大会2船岡小学校
� 55-1064 奉仕作業23

集団下校訓練29

夏休み作品展30

町美術科学展30～31

球技大会3槻木小学校
� 56-1029 夏休み作品展27～29

奉仕作業23柴田小学校
� 56-1430 身体計測29

身体測定27～29
船迫小学校
� 55-5394

奉仕作業24西住小学校
� 53-3227 一斉下校訓練26

夏休み作品展29～9／3東船岡小学校
� 55-1811 奉仕作業31

奉仕作業17船岡中学校
� 55-1162 実力試験28

親子運動会30

家庭訪問1槻木中学校
� 56-1331 吹奏楽コンクール

県大会
2

全学年課題テスト27

ＰＴＡ講演会28

体位測定29

奉仕作業17船迫中学校
� 54-1225 実力テスト27

始業式26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。

柴田町地域活動支援センター
の指定管理者の公募

　「食べること（栄養）」と「口腔（口・舌・歯など）の健康」が大切です。口は、食

べる、話す、表情を豊かにするといった、元気で楽しい生活を送るために非常に大切

な機能を持っています。また、ちょっとしたことで体調を崩しやすい高齢期こそ、栄

養をしっかりとることが大切です。このようなことから、口腔機能向上と栄養改善の

教室を開催します。

�対象／要介護認定を受けていない65歳以上の在宅の方で、町の基本健康診査で実
　施した基本チェックで、口腔機能の低下または、栄養改善の必要のあった方。また、

　基本チェックは行っていないが気になる方はご連絡ください。

�期間／平成20年 8月 22日～ 10月 31日までの月 2回、計 6回
�場所／柴田町地域福祉センター（自宅から会場まで送迎をします）
�定員／10名程度　　　　�参加費／無料。ただし、飲食等の実費負担があります。
�申込期限／7月 25日（金）まで

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）� 55-2159

　障害者および障害児が自立した日常生

活または社会生活を地域において営むこ

とができるよう、創作的活動や生産活動

の提供、社会交流の促進などを図ること

を目的とする柴田町地域活動支援セン

ターの管理運営を行っていただく「指定

管理者」の指定にあたり、事業者を公募

します。

�指定管理者を公募する施設／

　柴田町地域活動支援センターしらさぎ

�公募期間／7月15日（火）～8月11日（月）

�指定期間／平成21年1月1日～23年

　12月 31日
※応募資格および業務内容等詳細については、
　お問い合わせください。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-5010

　柴田町地域福祉センター使用許可申請

を受け付けます。

�募集場所／柴田町大字船岡字中島 68
　番地柴田町地域福祉センター内　訪問

　看護ステーション　57.6�

�使用料／月額 163,232 円（税込み）
�対象／町内において介護保険法に基づ
　く訪問看護事業を行なう者

�使用期間／平成20年 9月 1日～平成
　22年 3月 31日

�申込方法／健康福祉課で配布する所定
　の申請書に必要書類を添付しお申し込

　みください。※応募者多数の場合は抽選。

�申込場所／健康福祉課
�受付期間／7月16日（水）～28日（月）
　（土・日を除く）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-5010

　お年寄りや障害のある方にマッサージをすることにより心を和らげ生きる楽しみを

起こさせるよう励ますタッチセラピーです。

�日時／① 9月 1日（月）10：00～ 16：00　② 9月 8日（月）10：00～ 16：00
　　　　③ 10月 6日（月）9：00～ 16：00
�場所／①②柴田町地域福祉センター③移動研修
�募集人数／30人（先着順）※3回の講座すべて受講できる方で、関心があり今後活動できる方。
�講師／宮城麗人会赤十字奉仕団　顧問　今野清子氏
�参加費／無料（赤い羽根共同募金配分金支援事業のため）
�申込期限／8月 15日（金）　　�後援／柴田町社会福祉協議会、宮城県共同募金会

■申 ■問  ビューティーケアボランティア仙南（佐藤）　

　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1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／8月8日（金）・29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

地域福祉センター
使用者募集

特定高齢者介護予防事業

「健康寿命100歳を目指す介護予防の口腔機能向上（栄養改善含む）教室」

平成 20年度ビューティーケアボランティア養成講座
メンタルヘルスケアについて学んでみませんか？


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

