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広報しばた・お知らせ版・第612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）
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�売却物件／柴田町船岡東3丁目15番1
※船岡駅まで徒歩約 10分（旧船岡保育所跡地）

�地目・面積／宅地 981.96�

�価格／ 37,941,000 円

�売却方法／公開公募抽選

�申込期間／9月18日（木）～10月10

　日（金）

�抽選日／ 10月 15日（水）

�抽選会場／保健センター

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

　ゴミ問題、環境問題に取り組む、柴田町「もったいない運動」町民会議が中心とな

り、町の実情やその対策や取り組み、また、町内で活動している事業所・各種団体の

活動内容を紹介します。イベント盛りだくさんです。ぜひ、ご来場ください。

�日時／ 10月 5日（日）10：00～ 15：00　　�場所／柴田町民体育館・船岡公民館

�内容／○柴田町「もったいない運動」町民会議紹介コーナー○パネル展示・実演な

　どによる環境活動の紹介・成果品の展示コーナー○ゴミ減量実践例の紹介など○ご

　み問題、環境問題に取り組む企業紹介コーナー○イベントコーナー、環境ミニシア

　ターなど

■問 「もったいない運動」町民会議事務局（町民環境課内）　� 55-2114

　今回は「認知症の方を介護している家

族同士の話し合い」に参加する形で行い

ます。

�日時／10月2日（木）13：30～15：30

�場所／柴田町地域福祉センター

�内容／①認知症の人と家族の会宮城県

　支部代表関東氏の講話　②家族同士の

　話し合い

�参加費／無料

�申込期限／ 10月 1日（水）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　「柴田町・村田町・大河原町合併協議会」

の第 1回協議会が開催されます。

合併協議会は、どなたでも傍聴できます。

�日時／ 9月 30日（火）13：30～

�場所／大河原町中央公民館大ホール

■問  企画財政課　� 54-2111

　県内の交通事故による死者数は減少傾

向にありますが、昨年は108人に上り依

然として厳しい状況が続いています。ま

た、飲酒運転による死亡事故が社会問題

となっています。県交通安全対策協議会

においても、交通ルールを守り、交通マ

ナーを実践することで交通事故死亡者を

減らそうと、交通事故防止の徹底を図っ

ています。9月 30日は、家庭・地域・

職場などにおいて、みんなで声掛け合っ

て、交通安全を意識し悲惨な交通事故を

防ぎましょう。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

�日時／ 9月 19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。※隊員は、だいだい色の腕
　章を付け、鳥獣捕獲許可証を携帯しています。

■問  地域産業振興課　� 55-2122

　不慍書巣の主、医師故加藤政勝先生

は飢饉史の研究に志し、その資料を俳

諧に求めました。先生が松窓乙二研

究に注いだ情熱の一端を書巣所蔵の

資料により紹介し、併せて、町内に残

る俳諧の資料とともに紹介します。

�会期／ 9月 28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、小中学生 50円（20人以上で

　団体割引有）

～仙南の古俳人～

 不  慍  書  巣 の 松  窓  乙 
ふ うん しょ そう しょう そう おつ

 二 展
に

町有地を売却します

有害鳥獣捕獲
のお知らせ
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　悪質な訪問販売やしつこい電話勧誘、

身に覚えのない架空請求や携帯電話トラ

ブルなど悩んでいないで、まずはご相談

ください。電話相談も受け付けます。

●消費生活相談（町民環境課内）
�日時／毎週火曜・水曜・金曜日（祝日・
　年末年始を除く）9:00 ～ 16：00

■問  � 55-2113

●大河原合同庁舎県民サービスセンター
�日時／毎週月曜～金曜日（祝日・年末
　年始を除く）9:00 ～ 16：00

■問  � 52-5700

●多重債務法律相談
　仙台弁護士会では、多重債務法律相談

を行っています。初回 30分のみ無料。

�日時／毎週火曜日（祝日・年末年始を
　除く）10:00 ～ 15：30

�場所／県南法律相談センター
■問  � 52-5898

〇年金加入手続き
　日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国籍が日本でなくても国民年金
に加入する必要があります。加入手続きは、市町村の国民年金窓口で行ってください。
　なお、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、国民年金の第2号被保険者に
なりますので手続きは不要です。また、厚生年金保険や共済組合に加入している夫
（妻）に扶養されるようになった場合は、国民年金の第3号被保険者になりますので、
健康保険の扶養の手続きと一緒に夫（妻）の勤務先へ行うことになります。

〇どのような場合に年金が受け取れるか
　加入中の病気や事故で、万が一の場合には障害基礎年金や遺族基礎年金の対象にな
ります。また、日本人と同様に受給資格期間（25年）を満たせば、65歳から老齢基
礎年金を受けることができます。なお、65歳前までに日本に帰化したとき、永住許可
を受けたときは、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日などの前月までの20
歳以上 60歳未満の期間は受給資格期間に含まれます。

〇短期間で帰国される場合
　年金を受け取らずに帰国することになった場合は、国民年金を納めた期間が6カ月
以上あれば、保険料納付期間に応じて脱退一時金が支給されます。脱退一時金の支給
を希望されるときは、帰国後2年以内に請求書に必要書類を添付して、社会保険業務
センターに郵送してください。

○保険料納付期間・支給額
� 6カ月以上12カ月未満　43,230円　    � 12カ月以上18カ月未満　86,460円
� 18カ月以上24カ月未満　129,690円　� 24カ月以上30カ月未満　172,920円
� 30カ月以上36カ月未満　216,150円　� 36カ月以上　259,380円

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3112

～親子よりみち体験～

親子で3Ｂ体操
　現在「もったいない運動」と称して、
町のごみ1割削減を目指し活動していま
す。10月 1日よりレジ袋を断り、マイ
バックを持参する習慣をつけ、環境保護
のために活動していくキャンペーンを実
施します。町内のお店に協力をいただき
実施することになります。ご協力をお願
いします。
�キャンペーン概要／①スタンプカード
　を全戸に配布します。②マイバックを
　持参してスタンプをためてください。
　③スタンプがたまったら、カードと景
　品を交換します。
　　詳しくは後日チラシをお届けします
　ので、そちらをご覧ください。

■問  町民環境課　� 55-2114

　ストレッチをしながら親子触れ合いの

時を過ごしませんか。

�日時／① 9月 19日（金）、② 9月 26
　日（金）　15：00～ 16：30

�場所／①船岡生涯学習センター、②西
　住公民館

�対象／親子（未就学児～小学校低学年）
�募集人数／各 15組（先着順）
�参加費／無料
�持ち物／上履き
�申込期限／① 9月 17日（水）、② 9月
　24日（水）

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

　町内産の新米と地場産の食材を使用し

た、「しばたのおいしいごはん」をご提供

します。

�日時／10月5日（日）10：40～14：00
�場所／柴田町太陽の村
�内容／ふるさとの食卓（昼食バイキン
　グ）、餅つき体験、昔遊びのコーナー、

　新鮮野菜の直売など

�当日・前売券／ 1,000 円（小学生 500円）
※当日券には数に限りがあります。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

�主催／しばたコメ祭り実行委員会

■問  地域産業振興課　� 55-2122

日本に住む外国人も国民年金の加入が必要です
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第3回初心者水泳教室

みやぎＮＰＯマネジメントセミナー

～地域の悩みを　　　　　　
　行動に結びつけた市民力～

キッズリトミッククラブ

♪ LunLun ♪

　実りの秋に感謝の気持ちを込めて、町
内で収穫したばかりの新米をいち早くご
提供します。
�日時／9月24日（水）～10月3日（金）
　11：00～ 14：00
�内容／○平日限定サービス…めん類500
　円以上ご注文のお客様へ新米おにぎり
　を1個サービス○期間特別メニュー…
　新米味わい定食（700円）※数量限定

■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

　音楽に合わせ、リズム遊びなど親子で
スキンシップを図り、楽しい時間を過ご
しましょう。
�日時／ 10月 16日、11月 20日、12
　月 4日の木曜日（計 3回）10：00～
�場所／船岡生涯学習センター
�対象／未就学児の親子 20組
�参加費／ 3,000 円
�申込期限／ 10月 10日（金）

■申 ■問  玉野井　

�日時／ 9月 6日（土）～ 26日（金）
　10：00～17：00（日曜、祝日は休み。最
　終日は 15：00まで）※入場料は無料です。
�場所／オンワードスクエアＧＡＲＥＬ
　ＬＹ（仙台市青葉区）

■問  柴田町日中友好協会（中島）
　

　在仙の落語家によるチャリティ公演会
を開催します。皆さんのお越しをお待ち
しています。
�日時／ 10月 5日（日）13：30～
�場所／東禅寺本堂
�内容／○第1部大正琴演奏会○第2部
　柴田町社会福祉協議会からのお知らせ
　○第 3部東方落語公演会
�鑑賞券／ 500円（先着 350人限定）
■問  東禅寺（内嶋）　

　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／10月4日（土）～12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／ 10月 1日（水）

■申 ■問  柴田町水泳協会事務局（及川）
　

�日時／ 9月 26日（金）～ 28日（日）
　9：00～ 17：00（28日は 15：00まで）

�場所／船岡駅コミュニティプラザ
※新規会員募集中です。

■問  柴田町野草愛好会（庄子）

　「近所に子どもを遊ばせる場所がない

…」「汚れた川をきれいにしたい…」そん

な身近な問題を私たちの手で解決に導き

ましょう。市民活動が盛んな地域はいつ

でも「困ったな」をバネに「よかった」

に変えています。まず「市民活動ってな

んだろう？」から学び、そして市民活動

実践者からだいご味を聞きましょう。参

加費は無料です。

�日時／10月15日（水）14：00～16：30
�場所／保健センター
�対象／ＮＰＯスタッフ、ボランティア、行
　政職員、ＮＰＯに関心のある町民など

�講師／大久保朝江氏（ＮＰＯ法人杜の
　伝言板ゆるる代表理事）、小岩孝子氏

　（ＮＰＯ法人ＦＯＲ ＹＯＵにこにこの

　家理事長）

�募集人数／ 50人（先着順）

■申 ■問  ＮＰＯ法人杜の伝言板ゆるる　
　�022-791-9323　�022-791-9327
　http://www.yururu.com/

　10月 1日、5年に 1度の住宅・土地
統計調査が行われます。全国の約 350
万の世帯が対象となります。統計調査員
が伺いましたら、ご協力をお願いします。

■問  企画財政課　� 54-2111

　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

�日時／10月19日（日）9：30～14：30
�場所／柴田町地域福祉センター
 とっておきのステージ
福祉施設のステージ発表
 パワードリームプロジェクト
槻木小学校吹奏楽部の演奏、玄米ダンベルサー
クルの体操、仙台大学じゃんばり演舞など
 安全・安心を支える暮らしのコーナー
防犯グッズ展示、移動サービス
 こどもの宝箱「あそびのせかい」
こどものおもちゃやゲーム、あそびの空
間、風船プレゼント
 世代間交流「みんなの広場」
紋切り、縄ない
 かえっこバザール
いらなくなったおもちゃの交換の場
 フリーマーケット、チャリティーバザー

　
○家庭で不要になった家具、雑貨、家電
製品、古本、手芸品など○飲食物の販売
はできません。○法律で禁じられている
もの、主催者側で好ましくないと判断し
たものについては販売できません。
�募集区画／ 20区画程度　※応募者多数
　の場合は抽選とします。ただし、町内在住の
　方を優先します。参加費は無料です。

�申込期限／ 9月 30日（火）

■問  柴田町社会福祉協議会　� 58-1771

住宅・土地統計調査に
ご協力を

フリーマーケット出店募集
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主な行事日学　校

1 ～ 4年遠足8船岡小学校
� 55-1064 就学時健診9

6年クリーン作戦16

就学時発達検査28

6 年修学旅行2～3槻木小学校
� 56-1029 就学時健診8

生活科探検（1・2
年）

16

就学時発達検査17

フリー参観22～24

槻小まつり24

社会見学 3年31

新体力テスト3柴田小学校
� 56-1430 資源回収4

5年稲刈り活動7

芸術観賞、就学時
健診

8

全校遠足9

絵画展23～25

学習発表会25

振替休業日27

引渡し訓練3船迫小学校
� 55-5394 1 年社会見学8

6年修学旅行9～10

2・3年社会見学、
就学時健診

10

みやぎ 3Ｒシアター15

音楽集会17

アタック 522

就学時発達検査29

就学時健診9西住小学校
� 53-3227 自由参観日10

合同発表会18

芸術鑑賞会8東船岡小学校
� 55-1811 6 年修学旅行9～10

就学時健診10

就学時発達検査16

全校クリーン作戦17

防犯教室2船岡中学校
� 55-1162 芸術鑑賞9

管内弁論大会16

文化祭18

三地区大会4槻木中学校
� 56-1331 槻中祭17～18

3 年実力テスト22

文化祭18船迫中学校
� 54-1225 ＰＴＡ文化部コン

サート
27

臨時休業日30小学校共通
振替休業日20中学校共通
臨時休業日30

※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／ 10月3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／10月10日（金）・24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

　大変好評いただいた「誰でもふける口

笛教室」が 9月で終了し、愛好会に移行

します。口笛に興味のある方、仲間にな

りませんか。

�日時／ 10月 4日（土）10：00～（毎月
　第 1・第 3土曜日に活動します）

�場所／船迫生涯学習センター
�講師／磯木恒憲氏（口笛奏者）
�対象／町内外問わずどなたでも
�募集人数／ 10人
�参加費／実費

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　いろいろな種類のクッキーと冷たいデ

ザートをつくります。

�日時／ 10月 4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／ 12組（先着順）
�参加費／ 1組 800円
�持ち物／エプロン
�申込期限／ 9月 30日（火）

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

　水道管布設工事に伴い、下記のとおり

車両通行止めになります。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。

★健康福祉課
○関カラオケ教室関積さん（東船迫 1丁

　目）が、社会福祉資金として、22,224

　円を寄付。

○菊地翠さん（船岡中央 1丁目）が、社

　会福祉資金として 250,000 円を寄付。

★町内保育所・児童館
○鈴木孝一さん（成田字山ノ上前）が、

　模造紙を寄贈。

★むつみ学園
○全日本自動車産業労働組合総連合会宮

　城地方協議会さんが、エアコンを寄贈。

★しばたの郷土館
○宮城利郎さん（本船迫字下町）が、台

　秤・噴霧機・撒粉機を寄贈。

　引きこもり傾向にある青年期の若者を

持つ家族の方を対象に家族教室を開催し

ます。（要予約）

�日時／9月30日（火）、10月14日（火）、
　28日（火）13：30～ 15：30
�場所／県精神保健福祉センター研修室
�内容／○精神科医による講話　○フリ
　ートーキング

■予 ■問  県精神保健福祉センター
　生活支援班　� 0229-23-1615

親子クッキング教室

期　間交通規制

9月下旬～　　
　　2月 10日（火）

車両通行止め
（夜間開放）①

■問  上下水道課　� 55-2119

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

① 船岡字上大原地内

口笛愛好会 ｢ ファルセット ｣
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