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　今年も船岡城址公園と白石川堤をメーン会場に「しばた桜まつり」を開始します。期

間中は、さまざまなイベントや多くのお店を出し、町内外からの観光客を快くお迎え

したいと考えています。

　そこで、さまざまなカタチで「しばた桜まつり」にボランティアとして参加してい

ただける方を募集します。気の合ったグループや団体、個人など、参加の形態は問い

ません。「自分も参加して、まつりを盛り上げたい」という皆さんのパワーをお貸しく

ださい。桜の町・しばたの一大イベントを大いに盛り上げましょう。

�日時／ 4月 12日（日）雨天決行
�受付／ 9：00～
�場所／仙台大学サッカー・ラグビー場
�コース／船岡ウォーキングモデルコー
　ス

�種別／ □Ａ ウォーキング8�（所要時間
　約2時間） □Ｂ ノルディックウォーキン
　グ 5�（講習会あり、所要時間約 1時

　間30分、ポールの貸出しは限定40セ

　ット）

�主な経路／仙台大サッカー・ラグビー
　場～白石川堤～さくら歩道橋～さくら

　船岡大橋～船岡駅前広場～仙台大サッ

　カー・ラグビー場

�対象／町民および町内事業所に勤務し
　ている方

�参加費／無料
�申込方法／電話でお申し込みください
�申込期限／ 3月 28日（土）

■申 ■問  町体育協会事務局（スポーツ振興室
内）� 55-2030

柴田町立第一幼稚園

21年度入園児追加募集

　　　　　　　　～みんなの力で盛り上げよう～

�募集人員／ 5歳児 1人、4歳児 1人
�入園資格／町内居住の平成 15年 4月
　2日から平成 16年 4月 1日までに生

　まれたお子さん、平成 16年 4月 2日

　から平成17年 4月 1日までに生まれ

　たお子さん

�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下さい。

�配布・受付期間／ 3月 2日（月）～ 10
　日（火）8：30～ 17：15（土・日・休日

　を除く）

■申 ■問  第一幼稚園
　� 55-1136

�開催日／ 4月 19日（日）

　　　　　9：00～ 15：00※雨天中止

�場所／船岡城址公園野外ステージ

�申込期限／ 3月 19日（木）

■申 ■問  実行委員会事務局（舟山）
　

　しばた桜まつりの開催前に、船岡城址
公園と白石川堤（一目千本桜）の一斉清
掃と植樹を実施します。皆さんのご協力
をお願いします。※雨天中止
�日時／ 3月 28日（土）9：00～
�集合場所／船岡城址公園（観光売店前）、
　白石川河川敷（柴田大橋下）

■問  船岡城址公園（地域産業振興課）�　
　55-2123、白石川河川敷（都市建設課）
　� 55-2121

2009柴田さくらウォ－キング
～桜の中を歩きませんか～

バンドフェスティバル
in 桜まつり

■申 ■問  地域産業振興課　� 55-2123

�開催日／ 4月 11日（土）
※雨天時は12日（日）に延期となります。

�場所／船岡城址公園

�募集区画数／20ブース（先着順）

�参加費／300円（通信費等）
※参加費は説明会時に集金します。

＊説明会を開催します＊
�日時／ 3月 28日（土）
　14：00～

�場所／しばたの郷土館
�申込期限／3月 19日（木）
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　世界的な金融危機の影響により経済情勢が悪化していることから、町の経済、町民
生活及び雇用の対策を実施するため、町長を本部長とする「柴田町緊急経済・生活・
雇用対策本部」を設置し、下記の相談窓口を開設しました。
　開設時間：8：30～ 17：15（土、日、祝日を除く）

　小学生のみなさん！遊びに来ません
か？おいしい巻きすしを一緒に作って食
べよう！
�日時／3月14日（土）10：00～14：00
�場所／船迫公民館
�対象／小学 1年生～ 6年生
�募集人数／ 30人
�参加費／ 300円（昼食代）
�持ち物／エプロン、筆記用具
�申込期限／ 3月 10日（火）

■連絡先／ＮＰＯ法人しばた子育て支援
　ゆるりん（水戸） 

　地場産そば粉を使用した、太陽の村の
そば打ちの教室は、そば打ちの技を磨く
のに最適です。
�日時／ 3月 7日（土）、21日（土）
　9：30～ 12：00
�場所／柴田町太陽の村
�募集人数／各 10人（先着順）
�参加費／ 2,000 円（昼食付き）
�用意するもの／エプロン、お持ち帰り
　用容器
�申込期限／各開催日の前日

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

�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／ 3月 15日（日）  毎月第 3日曜日
�プール休館／ 2月 23日（月）～ 3月 9日（月）　プール可動床メンテナンス
※3月下旬水球強化練習予定（時間帯によって一部ご利用できない場合がございますのでご了承ください。）

○…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。

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

3月 8 日（日） 9:00～16:00

槻木体育館

3月 1 日（日） 9:00～16:00

3月15日（日） 9:00～16:00
　※行事等により変更になる場合があります。

体
育
館
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 

日時／3月12日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／3月18日（水） 19:00
場所／船岡公民館

4
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日

区分 火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日
☆☆☆☆☆☆休

館
日

☆☆☆☆☆☆休
館
日

☆☆☆☆☆☆休
館
日

☆×××××休
館
日

×××プールＡ面
○○○○△○○○○○△○○○○○△○○××××××××プールＢ面
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○トレーニング室

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
3月 3 日（火）安藤　　登

生　　活

3月10日（火）飯渕　紀子

3月17日（火）近江　宣男

3月24日（火）山本登起子

3月31日（火）安藤　　登

■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
3月 4 日（水）渡邊みち子

人　　権 3月11日（水）郡山登美子

3月18日（水）桂川　クメ

3月25日（水）飯渕　紀子行　　政

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分
3月13日（金）大友　勝彦

人　　権
3月27日（金）本多　敬一

3月27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

ゆるりんクラブ

み～んなおいで！一緒に遊ぼう！

担　当　課相　談　内　容区　分

地域産業振興課 商工観光班
� 55-2123中小企業に対する金融支援の相談

経済対策
地域産業振興課 農政班

� 55-2122農業者に対する金融支援の相談

町民環境課 町民窓口班
� 55-2113生活全般

生活対策 健康福祉課 福祉班
� 55-5010生活困窮者に対する生活相談

都市建設課 住宅建築班
� 55-2120住宅相談

地域産業振興課 商工観光班
� 55-2123

解雇などに対する国、県などの支援
案内雇用対策

企画財政課 企画班
� 54-2111

ご相談の内容に応じて、担当課へ取
り次ぎをします。総合窓口

太陽の村

本格そば打ち教室
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�日時／ 3月 19日（木）9:45 ～ 11:00
�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
※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

　中国語を一緒に学んでみませんか？中

国からの留学生が生の声で文化や風習な

どを伝えます。

�日時／毎週土曜日 18：10～ 20：10
�場所／船岡公民館
�会費／ 2,500 円（月額）

■申 ■問  柴田町中国語愛好会（今野）
　

　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／ 3月 9日（月）15：00～ 16：00
�場所／絵本のへや（庄司さん宅：船岡
　中央）

■問  庄司　
　 小塩　

火のしまつ　君がしなくて　誰がする
　町内では、昨年16件、今年に入って3件の火災が発生しています。（1月末現

在）日ごろから、ご家庭や職場での火の取り扱いには深い関心を寄せていると思

いますが、これからは空気が乾燥し暖房機器などの使用が多くなり火災が起こり

やすい状態になりますので、火の元の管理には十分注意してください。

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？
 「住宅火災から“大切な命”を守るためには、火災の早期発見」です。住宅火災

による死者数は急増しており、原因の6割は逃げ遅れとなっています。そのこと

から、消防法が改正され平成18年 6月 1日より、一般家庭住宅に住宅用火災警

報機の設置が義務付けられました。“大切な命”を守るために住宅用火災警報器を

設置しましょう。

見直そう　森の恵みと　火の始末
　空気が乾燥し、風の強い日が多くなります。たき火・入山者による火の不始末

などにより山火事へと発展する火災が毎年多く発生しています。風の強い日はた

き火をしない、すぐ消火できる準備をしておくなど、十分注意しましょう。

■問  柴田消防署　� 55-2012

移動なかよし広場
～親子で楽しく遊びましょう♪～

柴田町中国語愛好会

柴田消防署からのお知らせ
春季全国火災予防運動　3 月1 日（日）から 7 日（土）まで

　町では、降雪量がおおむね 10�以上

になった場合、幹線町道や集落幹線町道

の車道を中心に除雪作業を実施します。

坂道や日陰、交差点など、凍結の恐れが

ある場合には、融雪剤とすべり止め用砂

の散布を行い、凍結防止に努めます。

○除雪作業は昼夜問わず実施しますので、

　路上駐車はしないようにしてください。

○除雪車は重機のため、道幅の狭い車道

　では通行の妨げになる場合があります。

　作業にはご理解ください。

○除雪した雪が宅地前に残ってしまいま

　す。各家庭での除雪にご協力ください。

○除雪した雪を道路に出さないようにし

　てください。

■問  都市建設課　� 55-2120
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�申込方法／電話またはＦＡＸ（氏名・連絡先・講座名を記入）でお申し込みください。
�申込期限／パソコン入門講座は3月 11日（水）、初級簿記講座は、4月 7日（火）
※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  仙南地域職業訓練センター　� 57-1501　� 55-2250

　書道をみんなで楽しくしませんか。

�日時／毎月第 1火曜日
　10：00～ 12：00

�場所／船迫生涯学習センター

■問  原田　

　平成21年 4月 1日使用分から、下記のとおり変更いたします。

※槻木事務所での受付業務は4月 1日（水）からは行いません。

■問  スポーツ振興室　� 55-2030

　麻しん風しんの撲滅を図ろうと全国的

に運動を展開しています。そのためには

麻しん風しんの予防接種を2回受けるこ

とが重要ですが、まだ受けていない方が

多数いらっしゃいます。小さい頃に一度

接種している方も今回の接種対象です。

有効期限は平成 21年 3月 31日までで、

その期間を過ぎると有料になります。ま

だ受けていない方は、指定医療機関にて

麻しん風しん予防接種を受けましょう。

　なお、宮城県広域化予防接種事業によ

り、かかりつけ医が町外にいる方でも指

定医療機関であれば無料で受けられます

ので、かかりつけ医にご相談ください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

仙南地域職業訓練センター  受講生募集 書道サークル

葛葛葛葛葛葛葛葛葛葛岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山山山テテテテテテテテテテニニニニニニニニニニススススススススススココココココココココーーーーーーーーーートトトトトトトトトト使使使使使使使使使使用用用用用用用用用用申申申申申申申申申申請請請請請請請請請請窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口のののののののののの変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更葛岡山テニスコート使用申請窓口の変更

受付時間等申請できる施設名テニスコート名

火曜日～土曜日の午前 8:30 ～午後 5:15
毎週月曜日は休業日となります。

※槻木生涯学習センター
スポーツ振興室　　

葛岡山　　　
テニスコート

講　座　内　容日　　　時講座名・受講料

求職者でパソコン初心者の方を
対象に、パソコン操作技能
(Word・Excel・PowerPoint) を
基本から習得し、ＭＯＳ検定試
験 (Excel) の資格取得を目指し
ます。

3月 17日（火）
　　～ 4月 28日（火）
9：30～ 15：30
（土・日・祝日を除く
30日間）

パソコン入門講座
募集人数：20人　 

受講料：22,000 円

（テキスト代含む）

初めて簿記を学ぶ方や検定試験
を目指す方を対象に、基本的な
商業簿記の原理や記帳、決算等
について学び、簿記検定 3級の
資格取得を目指します。

4月 15日（水）
　　～ 6月 12日（金）
18：00～ 20：50
（月・水・金の週 3回
　計 24回）

初級簿記講座
募集人数：20人　 

受講料：18,000 円

（テキスト代含む）



お知らせ版 ●5第 623号

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／ 3月 10日（火）・24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／ 3月 10日（火）・24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

　献血は身近にできるボランティアです。

　皆さんのご協力をお願いします。

�日時／ 3月 14日（土）
　10：00～ 12：00、13：00～ 16：00

�場所／マックスバリュ柴田店駐車場
�実施内容／ 400ml、200ml 献血
※本人確認のため、身分証明書の提示をお願い
することがあります。

■問  健康福祉課　� 55-2160

気をつけて！「当選商法」

■船迫生涯学習センター　� 57-2011

 児童図書（3冊）　○ロンパーちゃんとふ

うせん（酒井駒子）○うさぎのボロリンどー

こだ（ヘレン・クーパー）○おしいれのぼ

うけん（古田足日・田畑精一）

 一般図書（9冊）　○時が滲む朝（ヤン・イー）○切羽へ（井上荒野）○いつかＸ橋

で（熊谷達也）○モダンタイムス（伊坂幸太郎）○太郎が恋をする頃までには…（栗

原美和子）○告白（湊かなえ）○とんび（重松清）○僕の好きな人が、よく眠れます

ように（中村航）○永遠の七日間（レヴィ、マルク）

■船迫公民館　� 56-5128

 児童図書（10冊）　○デモナータ全7幕（ダレン、シャン）○よるくま（酒井駒子）

○崖の上のポニョ（宮崎駿）○くっついた（三浦太郎）

 一般図書（3冊）　○沖縄 だれにも書かれたくなかった戦後史（佐野真一）○京都て

くてくはんなり散歩（伊藤まさこ）○錦（宮尾登美子）

■槻木生涯学習センター　� 56-1997

 児童図書（25冊）　○おじいちゃんの出会ったふしぎな話（宮川和歌子）○ぼくとハ

コイヌ（さとうえいめい）○14ひきのもちつき（いわむらかずお）○でんしゃでい

こうでんしゃでかえろう（間瀬なおかた）○ねずみのいもほり（山下明生）○おべん

とうバス（真珠まり）○にわにいるのはだあれ？（キティ・クローザ）○ともだち

（谷川俊太郎）○かいけつゾロリカレーVSちょうのうりょく（原ゆたか）○おおき

くなるってことは（中川ひろたか）○パパと10にんのこども（ベネディクト・ゲッ

ティエール）○ハモのクリスマス（たかおゆうこ）○図書館ライオン（ミシェルヌー

ドセン）○トイレせんちょう（片平直樹）○だっこして（竹下文子）○みんなあかちゃ

んだった（鈴木まもる）○うみのおふろやさん（とよたかずひこ）○いますぐたすけ

るぞ！（マーガレット・メイヨー）○よしおくんがぎゅうにゅうをこぼしてしまった

おはなし（及川　賢治）○あいさつなあに（やなせたかし）○かいけつゾロリ・イシ

シ・ノシシ大ピンチ（原ゆたか）○怪談レストランナビ霊（松谷みよ子）○にほんの

ことわざかるた（西本鶏介）○14ひきのとんぼいけ（いわむらかずお）○シップ船

長とうみぼうず（角野栄子）

 一般図書（21冊）　○うつの力（五木寛之・香山リカ）○銀河まつりのふたり（杉本

章子）○「シズコさん」（佐野洋子）○ガリレオの苦悩（東野圭吾）○おそろし（宮部

みゆき）○のぼうの城（和田竜）○明日もまた生きていこう（横山友美佳）○恐慌前

夜（副島隆彦）○だから僕は学校へ行く！（乙武洋匡）○しごと。（乙武洋匡）○いろ

はにいぐあな（細川貂々）○天地人　上・中・下（火坂雅志）○聖女の救済（東野圭

吾）○告白（湊かなえ）○脳にいいことだけやりなさい！（Ｍ・シャイモフ）○大人

になる前に身につけてほしこと（坂東眞理子）○政治のことがよくわからないまま社

会人になってしまった人へ（池上彰）○食堂かたつむり（小川糸）○カレンダーから

世界を見る（中牧弘充）

　町内の 70代の女性宛に国際郵便でダ

イレクトメール（ＤＭ）が送られてきま

した。内容は、「貴殿名義の賞金賞品獲

得手続きが未だ処理保留中となっている」

「今すぐ対応を」「返信が確認できなけれ

ば獲得資格は永久に喪失される」などと

うたい、申請手数料として、郵便為替や

クレジット番号の返送を促すものです。

 アドバイス

○そもそも応募していないのに「賞金や

　賞品を受け取る権利がある」というの

　はおかしい話です。

○被害に遭う恐れがあるのでクレジット

　カードの番号は教えない。

○返信することによって、更なるＤＭ送

　付や、個人情報漏れの恐れがあります。

　架空請求と同じく返事を出さず、無視

　することが最善の被害防止策です。

○同じように「海外宝くじ」のＤＭにも

　ご注意ください。「海外宝くじ」の購入

　は法律違反に当たる可能性があります。

■問  町民環境課　� 55-2113

　絵本や紙芝居、わらべうたを一緒に楽
しんでみませんか。好きな絵本・お薦め
したい本があったらお持ちください。読
み合いましょう。
�日時／ 3月 19日（木）
　　　　10：30～ 11：30
�場所／船岡公民館
�参加費／無料

■問  おはなしの会　ぴいかぶう（小塩）
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�日時／ 3月 14日（土）、28日（土）

　9:30～ 11:00
※所要時間約1時間。

�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。

�参加費／600円

�対象／小学4年生以上

�協力／柴田町トンボ玉愛好会

　宮城県芸術協会会員で、河北美術展

招待作家　故引地東治氏と、その絵画

愛好会の美術作品を展示紹介する。

�会期／3月19日（木）～5月24日（日）

�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名以上で団体割引有）

　「'09さくら回廊 inしばた」開催の

ため下記期間、施設各室（ＩＴ創作プ

ラザ含む）の貸出し利用はできません。

�期間／3月31日（火）～4月28日（火）

3月のトンボ玉体験会

4月の施設利用について

「桜の中の美術祭」
引地東治絵画展

詩吟を始めませんか

　日本国内に住所がある 20歳以上 60

歳未満の方は、性別、職業や収入に関係

なく国民年金に加入しなければなりませ

ん。国民年金の被保険者は3つの種別に

わかれています。春は、就職・転職・進

学など異動の多い時期です。なにかとあ

わただしくなり、いろいろな届出をつい

忘れがちです。早めに届出をしましょう。

国民年金3つの被保険者種別
○第 1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者、農業

従事者、学生、フリーターなどとその

配偶者

○第 2号被保険者

厚生年金保険や共済組合に加入してい

る方（65歳以上で厚生年金保険に加入

中であっても老齢厚生年金などの受給

権がある方は除かれます。）

○第 3号被保険者

第2号被保険者の夫（妻）に扶養されて

いる 20歳以上 60歳未満の妻（夫）

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

　町では、障害者自立支援法に基づく

「第 2次障害福祉計画（素案）」を策定

しました。そこでパブリック ･コメント

制度に基づき、この素案に対する町民の

皆さんのご意見を次のとおり募集します。

�案の公表及び意見募集期間／
　3月 2日（月）～ 19日（木）
�案の公表及び閲覧場所／
　健康福祉課・槻木事務所

　町ホームページ

�意見の提出方法／住所、氏名または団
　体名、電話番号を明記し、郵送、FAX、

　Ｅメール、持参のいずれかでご提出下

　さい。（様式は特になし）

�直接提出先／健康福祉課または槻木事
　務所

■問  健康福祉課　
　� 55-5010　� 55-4172
　E-mail：welfare@town.shibata.miyagi.jp

　衣服品からご家庭で眠っている不用品

など、いろいろなお店が出店予定です。

まずは、ちょっと足を運んでみませんか？

�日時／ 3月 7日からの毎週土・日曜日
　10：00～ 16：00

�場所／ユーワ精巧柴田工場内（西船迫）

　

■申 ■問  ユーワ精巧株式会社
　� 55-4711

　「子どもが日常生活において気をつけ

ること」を題材にした視聴覚教材を大型

スクリーンで上映します。ぜひ親子で参

加していただき、子どもの学習に役立て

ください。

�日時／ 3月 25日（水）
1回目　10：00～ 12：00

2回目　13：00～ 15：00
※時間内の出入りは自由にできます。

�場所／槻木生涯学習センター
�対象／就学前、小学校低学年の児童と
　親（入場無料先着 300人）

�上映内容／しまじろうの交通安全、怪
　獣ドンちゃんの火の用心、じてんしゃ

　にのるとき、キョロちゃんの地震用心、

　どうろをあるくとき、水の事故と安全、

　手のあらい方、みんなのきゅうしょく

　ほか

■問  槻木生涯学習センター　� 56-1997

　県税等の滞納により差し押さえた電話

加入権の公売を下記のとおり実施します。

�日時／ 3月 18日（水）10：00
�場所／県大河原合同庁舎3階　入札室
�公売方法／入札
�参加資格／どなたでも買受人となり入
　札に参加できます。

�当日持参するもの／印鑑（法人の場合
　代表者印）、委任状（代理人の場合）、

　買受代金
※電話加入権の公売は都合により中止する場合
　がありますので、公売日の前日に県税大河原
　税事務所まで電話にてお問い合わせください。

■問  大河原県税事務所納税第一班
　� 53-3114

　詩吟は、大きな声を出してストレス解

消、腹式呼吸で健康維持・老化防止、礼

節や歴史を学び、心を豊かにします。

�日時／毎週土曜日 13：30～ 15：30
�場所／天心館（船岡東・北海屋さん隣）
※小学生から高齢者までどなたでもどうぞ

■問  小田島　
　 千葉　

パブリック・コメント制度に
基づきご意見を募集します

柴田町第2次　　 　
  　障害福祉計画（素案）

室内フリーマーケット出店募集中
�募集店数／ 35店舗
�参加費／ 3月は無料開放
○家庭で不要になった衣類、家具、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、その他
　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

電話加入権の公売について
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市民農園の利用者募集

介護者リフレッシュ旅行
気分をリフレッシュしませんか

親子で「そば打ち」を
してみませんか

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」

和紙ちぎり絵教室生募集
　手すき和紙を、ちぎって、はぐって、

四季の花々などを描いていきます。指先

を使うことで脳を活性化してみませんか。

年齢、性別なくどなたでもご参加くださ

い。絵心がなくても大丈夫です。

�日時／ 4月 4日（土）13：00～ 15:00

�場所／船岡公民館

�講師／（財）和紙ちぎり絵協会

　会友　半澤登美子

�定員／ 20人

�参加費／ 2,100 円

�持ち物／おしぼり、鉛筆、ハサミ

�申込期限／ 3月 20日（金）

■申 ■問  斉藤　

★健康福祉課
○関正忠さん（船岡字新生町）が、社会

　福祉資金として、100,000 円を寄付。

○ケイ企画　黒沢健さん（船岡中央）が、

　社会福祉資金として10,000円を寄付。

★子ども家庭課
○松浦よしさん（船岡中央）が、福祉施

　設の遊具資金として 1,000,000 円を

　寄付。

★むつみ学園
○むつみ学園親の会さんが、ブランコを

　寄贈。

○陸上自衛隊船岡駐屯地曹友会さんが、

　クレヨン・折り紙などを寄贈。

　平和祈念事業特別基金では、いまだ請

求されていない恩給欠格者、戦後強制抑

留者、引揚者の「ご本人」に、「特別慰労

品」を贈呈しています。（ご遺族の方は対

象とはなりません）引揚者は、終戦の日

まで引き続き1年以上外地で生活してい

て戦後引き上げてきた家族全員が対象で

す。

�請求期限／ 3月 31日（火）まで
※請求書は、健康福祉課にあります。

■問  独立行政法人平和記念事業特別基金
　� 0120-234-933（月～金9：15～
　17：15土日祝日休）

　柴田斎苑では、利用者の利便を図るた

め昭和 49年から霊柩輸送車を運行して

まいりましたが、組合以外の車両による

送迎が増えたことや輸送車両の老朽化、

また、新たな住民ニーズや時代に即応し

た組合運営のための事務事業の見直しに

より、送迎業務は平成 21年 3月 31日

をもって廃止することになりましたので

お知らせいたします。

■問  仙南地域広域行政事務組合業務課　
　� 52-2870

　介護予防の勉強と楽しくおしゃべりし

ながら外食しませんか。

�日時／ 3月 18日（水）11：00～
�場所／せんだい屋（槻木駅近く）　
�対象／ひとりぐらしおよび日中ひとり
　の高齢者で現地集合できる方

�食事代／実費
�申込み期限／ 3月 13日（金）

■申 ■問  佐藤　
　　 鈴木　

�日時／ 3月 18日（水）9：00～ 15：00
�場所／秋保　蘭亭
�内容／介護者のリフレッシュ（温泉入
　浴）、食事や介護についての相談など

�対象／在宅で介護されている方、介護
　サービスに興味のある方

�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 2,500 円

■申 ■問  特別養護老人ホーム常盤園
　　　　　　　　　　　　� 55-1421
　ケアホームつきのき　　� 56-6661
　柴田介護支援センター　� 58-2668

�名称／ひまわり市民農園

�場所／入間田字三ツ樟地内

�募集区画数／ 8区画（1区画約 30�）

�利用料金／ 1区画 5,000 円（年額）

�利用期間／ 4月～平成 22年 3月

�主な施設／トイレ、水道、駐車場、共

　同収納庫兼休憩所

�対象／特に指定なし（1世帯で 2人以

　上のお申し込みはできません。）

�申込方法／電話でお申し込みください。

�申込期限／ 3月 13日（金）

�現地説明会／後日通知します。
※応募者多数の場合は抽選とします。

■申 ■問  地域産業振興課　� 55-2122

�日時／ 3月 7日（土）10：00～
�場所／船迫生涯学習センター
�内容／ 2011年 7月 24日、テレビは
　地上デジタル放送に完全に切り替わり、

　今見ているアナログテレビは見られな

　くなります。「地デジ」という言葉はよ

　く聞くけれど、どのように便利になり、

　どうしたら見られるかを学びます。ま

　た、地デジに便乗した架空請求や、サ

　ギ行為の事例などのお話もあります。

�講師／県情報政策課地デジ推進担当
�対象／町内にお住まいの方
�定員／ 40人

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

　地元柴田産のそば粉を使って親子で

「そば」を打って風味豊かなそばを味

わってみませんか。

�日時／ 3月 14日（土）9:00 ～ 12:00
�場所／農村環境改善センター
�対象／小学生親子（4年生以上）
�募集人数／ 8組（先着順）
�参加費／ 1組 500円
�申込期限／ 3月 6日（金）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

船迫生涯学習センター地域講座
「テレビが変わります」
地上デジタル放送

特別慰労品の請求期限が
せまっています

柴田斎苑の
霊柩輸送車送迎業務の
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廃止のお知らせ
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　槻木S.Cは町内の中学生までが楽しく活動しているバドミントンのスポーツ少年

団です。仙台大学バドミントン部員のお兄さん、お姉さんも教えてくれます。

　大会には幼児から参加できます。入団は随時受け付けていますので、ぜひ見学にい

らしてください。

�活動日時／毎週水・木・土・日

　　　　　　水曜日17:00 ～ 19:00　木曜日 19:00 ～ 21:00

　　　　　　土・日曜日15:00 ～ 19:00

�活動場所／主に槻木小体育館

�対象／幼児から中学生

■問 ■申  三神、佐藤　

　電気通信サービスに関する利用者の意

見や要望を幅広く聞き、今後の情報通信

行政に反映させるため、東北総合通信局

では平成 21年度電気通信サービスモニ

ターを募集します。

�応募資格／電話、インターネットなど
　の電気通信サービスに関心がある 20

　歳以上の方

�内容／アンケート調査の回答、モニタ
　ー会議出席（一部の方）

�募集人数／ 120人（東北管内）
�選考結果／モニター依頼者にのみ5月
　末日までに通知します。

�募集期間／ 3月 2日（月）～ 4月 3日
　（金）まで
※応募方法はお問い合わせください。

■申 ■問  総務省東北総合通信局電気通信事
　業課　� 022-221-0628

本番間近の裁判員制度
ここがポイント説明会

�日時／ 3月 7日（土）13：30～ 16：00　　�場所／槻木生涯学習センター

�内容／○奥州柴田一番太鼓　

　　　　○男女共同参画イラスト

　　　　　標語コンクール入賞者表彰式

　　　　○基調講演

　　　　　家族の絆－時代にみる新しいかたち－

　　　　　　講師　下 夷 美 幸 氏

　　　　　　　　　（東北大学大学院文学研究科准教授）

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

�日時／3月15日（日）14：00～15：30
�場所／みやぎ婦人会館（仙台市青葉区
　錦町）

�内容／スクーリングの様子を紹介、入
　学から卒業までの学習システムの紹介、

　個別相談など
※予約の必要はありません。本人のみ保護者の
　みでも参加できます。

■問  NHK学園高等学校 � 042-573-8111
（平日 9：30～ 17：30）
　NHK仙台放送局　� 022-211-1016
（平日 10：00～ 18：00）

位置情報通知システムの概要

　4月 1日より、携帯電話・ＩＰ電話など（ＩＰ電話などのうち050で電話番号が始

まる電話サービスを除く)からの119番緊急通報に係る位置情報通知システムの運用

が始まります。（※ＩＰ電話とは、インターネット回線などを利用した固定電話）

　このシステムでは、携帯電話・ＩＰ電話などからの119番通報において、音声通話

と併せて通報者の発信位置に関する情報が、自動的に消防本部に通知され、電子地図

上に表示することが可能となります。特に屋外からの通報で地理、住所などが分から

ない場合が多い携帯電話からの119番通報に大変効果的で通報者の発信位置を迅速

に把握することが可能となり、災害現場到着時間の短縮を図ることができます。

通報時の留意事項

（1）119番通報時に音声通話と同時に位置情報が通知されます。

（2）「184」が付加された発信者番号非通知の場合は、位置情報が通知されません。た

　　だし、消防本部において緊急に位置情報が必要であると判断したときに位置情報

　　を取得することがあります。

（3）携帯電話については『第3世代携帯電話（ＧＰＳ機能付）』が対象となります。

（4）携帯電話の位置情報の精度については、正確に通知されない場合がありますので、

　　これまでどおり口頭で住所や目標物などを確認させていただきます。

■問  仙南地域広域行政事務組合消防本部　� 52-1050

�日時／ 3月 6日（金）10：00～ 11：30

　4月 18日（土）13：30～ 15：00

�場所／仙台地方裁判所大河原支部

�内容／裁判員制度の説明、ＤＶＤ（模

　擬裁判の様子）の視聴、質疑応答など

�募集人数／各 25人（参加費無料）

�申込期限／各開催日の前日まで

■申 ■問  仙台地方裁判所大河原支部庶務課
　� 52-2101

バドミントンやろうよ！

槻木S.C（シャトルクラブ）団員募集
電気通信サービス
モニター募集

ＮＨＫ学園高等学校
学校説明会
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　労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づき事業場に立ち入り、事業主に法に定

める基準を遵守させるとともに労働条件の向上を図ることを任務とする厚生労働省の

専門職員です。

�受験資格／○昭和55年 4月 2日から昭和 63年 4月 1日生まれの方　○昭和63

　年 4月 2日以降生まれの方で平成22年 3月までに大学を卒業する見込みの方

�採用予定数／○労働基準監督Ａ（法文系）全国で約90人　

　　　　　　　○労働基準監督Ｂ（理工系）全国で約20人

�受付期間／4月 1日（水）～ 4月 14日（火）

受験案内は、労働局、労働基準監督署、ハローワークにあります。

■問  宮城労働局総務部総務課人事係　� 022-299-8833

　男女共同参画社会づくりに、町民の皆

さんの幅広いご意見を反映させるため

「男女共同参画推進委員会」委員の一部

を公募します。

�応募資格／町内在住の満20歳以上の方

�募集人員／ 2人

�募集期間／ 3月 16日（月）まで

�任期／平成 21年 4月から 2年

■申 ■問  まちづくり推進課　� 55-2278

�募集対象者／柴田町在住の方で、企業の雇用調整などによる雇止めにより離職した方および内定を取り消された方を優先に採用

　いたします。

�雇用期間／4月 2日（木）～9月 30日（水）

�職種および業務内容／

　

�勤務条件／

　○勤務時間　　月曜日～金曜日　午前8時 30分から午後5時 15分（8時間）月20日程度

　　　　　　　　職種により勤務条件が異なる場合があります。

　○賃金　　　　時間給　750円　

　○雇用保険および社会保険は勤務条件により加入いたします。

�申込期間／

　○3月 2日（月）から3月 13日（金）まで　（受付時間：午前8時 30分～午後 5時まで　土、日を除く）

　○募集人員に満たない場合は、随時募集とします。

�申込方法／

　○受付　　　　柴田町役場総務課秘書職員班　� 55-2111

　○提出書類　　①市販の履歴書（写真添付）

　　　　　　　　②離職した方は、就職時の雇用契約書又は雇入れ通知書若しくは離職票などの写し

　　　　　　　　なお、ハローワークからの紹介状がある場合は紹介状でも構いません。

�選考方法／

　○書類審査のほか面接を行います。（詳細は申込時に説明します）

■問  総務課　� 55-2111

「柴田町男女共同参画　　
　　　　　　推進委員会」

委員を公募します

柴田町臨時職員を募集します
（緊急雇用対策）

応　募　資　格職　　務　　内　　容募集人員職　種

パソコン操作（ワード・エクセ
ル）ができる方

一般的事務補助に従事5人一般事務等補助

町内小中学校での教員補助（児童生徒への学習補助、
図書室での整備支援、スポーツ活動支援など）

9人教員補助

草刈・剪定・清掃・施設修繕など5人施設環境整備労務

平成 21年度

労働基準監督官採用試験
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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。

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玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）3/3（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
4（水）

12：45～ 13：15森川先生平成 20年 10月生まれの方4か月児健康診査

12：45～ 13：15本多（愛）先生、川口先生平成 19年 8月生まれの方1歳 6か月児健康診査6（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

11（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

  9：15～   9：45平成 20年 3月生まれの方
1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）

12（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）

16（月）

12：45～ 13：15内田先生平成 18年 11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）

17（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付
18（水）

12：45～ 13：15森川先生、小田部先生平成 17年 9月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9：00～ 10：00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）24（火）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付25（水）

12：45～ 13：15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）27（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付4/1（水）

12：45～ 13：15伊藤先生平成 20年 11月生まれの方4か月児健康診査2（木）

12：45～ 13：15本多（愛）先生、菊池先生平成 19年 9月生まれの方1歳 6か月児健康診査3（金）

  9：00～ 10：00妊婦母子健康手帳交付

8（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

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日

57-1818船　岡内田歯科医院56-1441槻　木大沼胃腸科外科婦人科57-2310船　岡しばた協同クリニック3/1

53-2555大河原えんどう歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1058大河原日下内科医院8

57-2120船　岡大友歯科医院51-1502大河原大河原整形外科55-1702船　岡太田医院15

84-2266川　崎山家歯科クリニック57-1231船　岡高沢外科・胃腸科52-1123大河原安藤医院20

56-1853槻　木おたべ歯科クリニック51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-3755船　岡佐藤内科クリニック22

53-2134大河原小田部歯科医院83-2172村　田善積医院52-2777大河原平井内科29

55-4025船　岡歯科ヒライ55-3509船　岡毛利産婦人科医院51-5355大河原さくら小児科4/5

57-1711船　岡玉野井歯科医院52-3115大河原かわち医院83-6061村　田村田内科クリニック12
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