
お知らせ版
平成20年2月15日

広報しばた・お知らせ版・第598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

　平成 19年中の交通事故死者数は、全

国で 5,744 人にのぼり厳しい状況が続

いています。国では、国民一人ひとりが

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傷者を減らすため、

国民運動として「交通事故死ゼロを目指

す日」を設けました。2月 20日は、特

に家族・地域・職場など、みんなで声か

けあって、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／ 2月 28日（木）12：40～ 16：30（開場　12：30～）
�場所／槻木生涯学習センター　大ホール
�内容／○第一部　講演

　演題　「10歳若返るストレッチとダンベル体操」

　講師　東北福祉大学予防健康福祉増進センター

　　　　　特任講師　鈴木  玲子 氏

　　　　○第二部　介護予防自主サークル活動発表（町内の17サークル）

�対象／町内にお住まいの方および介護に携わる関係者の方
�持ち物／玄米ニギニギダンベル※お持ちで無い方は貸し出しますが、数に限りがあります。

■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います。

�日時／ 3月 6日（木）11：00～ 14：00
�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／ 2月 27日（水）

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　自殺により大切なご家族を亡くされた

方に対し、死別の悲しみから回復するた

めのプログラムを立てます。（要予約）

�日時／3月14日（金）13：00～16：00
�場所／県精神保健福祉センター
　（大崎市古川）

■予 ■問  県精神保健福祉センター
　� 0229-23-1657

　柴田郡歯科医師会では、歯科医院に通

院できない方を中心に訪問歯科診療（往

診）を行っています。口の中で困ってい

ること（歯や歯茎が痛い、入れ歯が壊れ

たなど）や相談（口の中が乾く、口の清

掃はどうするのかなど）がありましたら、

ご連絡ください。なお、訪問歯科診療に

かかる費用は、健康保険を適用しますの

で、有料となります。

■問  玉野井歯科医院　� 57-1711
　 健康福祉課　� 55-2160

　対象年齢（月齢）の

「○歳（○か月）未満」とは「誕生日の

前々日まで」になります。例えば、誕生

日が30日のお子さんは、28日まで接種

を受けられます。29日は接種できませ

ん。三種混合予防接種の 1期初回（1回

目～3回目）は、3～8週間の間隔を必ず

守って接種してください。発熱などの医

学的な理由以外で8週間を過ぎた場合は、

任意接種（自己負担）になりますので、

ご注意ください。

■問  健康福祉課　� 55-2160

　最近、犬の散歩中に「フンの後始末を

しない」「引き綱から放して散歩させてい

る」などのお話が数多く寄せられていま

す。きちんとフンの処理をしている飼い

主にも迷惑になりますので、犬を散歩さ

せる時は、マナーを守り、他の人に迷惑

が掛からないようにしましょう。

■問  町民環境課　� 55-2114
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�募集人数／各 2人

�勤務先／町内の小・中学校

�申込方法／履歴書に必要事項を記入の

　上、教育総務課へ持参ください。

�募集期間／2月18日（月）～26日（火）

　8：30～ 17：15（土・日・祝日を除く）

■申 ■問  教育総務課　� 55-2134

　昨年からの原油価格の異常な高騰により、町民生活に深刻な影響が出ていることか
ら、臨時的かつ緊急的に家庭用灯油等購入費の一部を助成し、世帯の負担軽減を図り
ます。

＜助成対象世帯＞
　平成20年 1月 1日現在で柴田町に住所を有する世帯で、支給日において引き続き
居住し、次のいずれかに該当する世帯（ただし、施設等入所者を除きます）。
（1）生活保護世帯
（2）平成 19年度の町民税が非課税の方だけで構成される次に掲げる世帯（平成19
　　年 1月 2日以降に柴田町に転入された方がいる世帯は、お問い合わせください。）
イ　高齢者世帯
　　65歳以上（昭和 18年 1月 2日以前生まれ）の高齢者だけの世帯
ロ　障害（児）者世帯
　（イ）身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者手帳を所持している方が同居
　　　する世帯
　（ロ）特別児童扶養手当受給世帯
ハ　母子 ･父子世帯
　　児童扶養手当受給世帯または母子・父子家庭医療費助成受給世帯

＜助成内容＞　一世帯5,000円の柴田スタンプ会（柴田町商工会）発行の共通商品券

＜申請期限＞　平成20年 3月 14日（金）まで

＜申請手続き＞
　助成対象と思われる世帯には、あらかじめ申請書などを郵送（2月 5日）しました
が、郵送がなかった方でも要件に該当していれば申請することができますので、お問
い合わせください。

■申 ■問 

　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
者の方に対し、精神科医・精神保健相談
員による相談を実施します。（要予約）
�日時／3月7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、関係者の方に対し、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／3月14日（金）・28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

　ごみ減量・環境保護について考えましょう！基調講演やパネル展示、ごみ分別教室

など盛りだくさんの内容です。

�日時／ 2月 23日（土）13：00～ 16：00　　　�場所／槻木生涯学習センター
�内容／●基調講演…林家カレー子氏　●実践活動報告…イオン株式会社、第9Ａ行
　政区　●3Ｒ推進啓発パネル展示（県作成）、「平成19年度わたしがつくったマイ

　バッグ環境大臣賞」応募作品展示（環境省）●ごみ分別教室

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

　初心者からリピーターまでご参加いただけます。柴田高原そば粉を使用して、本格

手打ちそば打ちに挑戦してみよう！

�日時／ 2月 23日（土）、3月 8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）
�持ち物／エプロン、お持ち帰り用容器　　　�申込期限／各開催日の前日まで

■申 ■問  柴田町太陽の村　� 56-3970

�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／ 7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 21年 3月

�主な施設／トイレ、水道、駐車場、共

　同収納庫兼休憩所

�募集対象／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／ 2月 29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

電話番号担当課助成対象世帯区分

55-5010健康福祉課
�生活保護世帯
�高齢者世帯
�障害（児）者世帯の（イ）に該当する世帯

55-2115子ども家庭課
�障害（児）者世帯の（ロ）に該当する世帯
�母子 ･父子世帯
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　4月から町内の産婦・新生児訪問指導

に従事していただく臨時助産師を募集し

ます。

�募集人数／ 1人
�応募資格／おおむね 65歳までの方で、
　保健師または助産師の資格および普通

　自動車の免許を有する方

�勤務時間／月 4～ 5日（1日 4時間程
　度勤務）

�賃金／ 1時間 1,200 円
�応募方法／履歴書に必要事項を記入し、
　資格証および健康審査結果の写しを添

　付の上お申し込みください。

�申込期限／ 2月 22日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　国民年金保険料の納付には、口座振替をご利用ください。一度申し込みすれば毎月

納めに行く手間が省け、納め忘れや納め間違いが無く安心で便利です。手数料は一切

掛かりません。振替方法によって保険料の割引が受けられます。

 口座振替なら前納も納付書よりお得です
　1年分、6カ月分の前納が利用できます。しかも、納付書で前納するより割引額が

多くなります。

 口座振替ならお得な「早割」が選べます
　毎月の引き落としにするとき、当月振替にすると毎月50円（平成 19年度）の割

引が受けられます。（通常、翌月振替のところ1カ月早めることになりますので、初回

に2カ月分が引き落としになります。）

　

＜口座振替の手続きは＞
　①国民年金保険料納付案内書または年金手帳②預金（貯金）通帳③預金（貯金）通帳届

出印をお持ちになって、社会保険事務所または口座のある金融機関などでお申し込み

できます。4月からの前納を希望される方は、2月末までにお申し込みください。ま

た、新たな納付の方法として「クレジットカードによる納付」もできるようになりま

した。2月より社会保険事務所で受け付けを開始しています。

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所　� 51-3113

 賃貸住宅の入居・退去
〇契約書などをよく読み、あいまいな点はその場で確認し、納得してから契約しまし

　ょう。

〇入居時の状態を写真（日付入り）に撮っておき、傷や汚れのついた時期や原因を明

　確にしておきましょう。

〇退去時は貸主の立ち合いのもとで部屋をチェックし、負担について確認しましょう。

 引越し業者への依頼
〇複数の業者に見積りを依頼して比較検討しましょう。

〇段ボール箱などが無料提供の場合は成約まで受け取らないようにしましょう。

〇料金、運賃、作業予定時刻（開始～終了）、梱包の有無、作業員数、責任者名などに

　ついて契約書を交わしましょう。

〇業者が保険（破損などの事故対応）に入っているか確認しましょう。

〇キャンセル料についても確認しましょう。

■問  町民環境課　� 55-2113

　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

　自転車やオートバイの盗難被害が多発

しています。被害を防ぐため、自転車に

は複数の鍵を掛けましょう。また、防犯

登録は視覚的効果がある上、盗まれた自

転車の早期発見・早期返還にもつながり

ます。自転車は「いつでも　どこでも　

2ロック（鍵）」で盗難を防ぎましょう。

■問  まちづくり推進課　� 55-2278

引越しトラブルを避けるための対策

割引額（19年度参考）振替日納付対象月振替方法

毎月 50円当月末当月分毎月（早割）

無翌月末当月分毎月（通常）

　960円4月末4月～ 9月分6カ月前納

　960円10月末10月～ 3月分〃

3,550 円4月末4月～ 3月分1年前納

■囲碁の部（参加人数 9人）
○優　勝　川上　元也

○準優勝　新関　輝雄

○第三位　馬渡　義成

■将棋の部（参加人数 26人）
Ａクラス（二段～四段）
○優　勝　斎藤　　昇

○準優勝　遊佐　　精

○第三位　阿部　章一

Ｂクラス（初段）
○優　勝　小野　勝義

○準優勝　佐々木文雄

○第三位　三澤　泰雄

Ｃクラス（3・4級～ 1級）
○優　勝　須賀　辰彦

○準優勝　堀篭　武雄

○第三位　高橋　　磨

平成 20年

新春囲碁将棋大会結果
（1月 27日・槻木生涯学習センター）
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桃の節句「ひなまつり」の集い
　子どもたちが作ったひな人形や紙衣人形、郷土館所蔵のひな人形を展示します。
�日時／ 3月 1日（土）、2日（日）10：00～ 15：00　　�場所／しばたの郷土館
　　　　1日：こども茶道教室の児童による茶席
　　　　2日：ひな祭り茶席、筝曲鑑賞（演奏体験もあります）、折り紙ひな作り
　　　　　　　体験会を行います。
　

　期間中に、あなたが作った「ひな人形」も展示してみませんか。
�申込期限／2月 23日（土）

　

　春・秋、町の風物詩として定着している「しばた茶会」を担当していただける
先生を募集しています。

手づくりのひな人形を募集

　小中学生の個性あふれる作品の数々を、ぜひご覧ください。

�期間／ 2月 23日（土）～3月 2日（日）　　　�場所／ふるさと文化伝承館

■問  教育総務課　� 55-2134

　友達や親子で、色模様のガラス玉アク

セサリーを作りませんか。トンボ玉を 3

個作り、1個をキーホルダーに仕上げます。

�日時／3月15日（土）10：00～11：30
�場所／船迫生涯学習センター
�対象／小学校 4年生～中学生
※親子で参加もできます。

�募集人数／ 20人（先着順）
�参加費／ 500円
�募集期間／2月19日（火）～3月8日（土）

■申 ■問  船迫生涯学習センター
　� 57-2011

�日時／2月23日（土）13：00～15：00
2月24日（日）  9：00～14：00

�場所／船岡生涯学習センター
　23日：作品の展示

　24日：作品の展示、芸能発表、即売

　　　　 コーナー、お楽しみ抽選会など

�主催／東船岡地区ふるさとづくり推進
　協議会、船岡生涯学習センター

■問  船岡生涯学習センター　� 59-2520

　「ひなまつり」にちなんだ郷土料理を親

子で楽しく作ってみませんか。

�日時／ 3月 1日（土）9：30～ 12：00
�場所／槻木生涯学習センター
�対象／小学生の親子 10組（先着順）
�参加費／ 1組 500円
�申込期限／ 2月 23日（土）

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

　ピアノ・独唱・コーラス・口笛演奏な
ど、お子さんからおじいちゃん、おばあ
ちゃんまでみんなが楽しめるコンサート
を開催します。ご家族おそろいでおいで
ください。入場は無料です。

�日時／3月1日（土）10:00～ 12:00
�場所／船迫生涯学習センター

■問  船迫生涯学習センター　� 57-2011

　小学校3年生～6年生で構成された吹
奏楽部の演奏をお楽しみください。入場
は無料です。
�日時／ 3 月 2日（日）14：00～
�場所／えずこホール
�内容／第 1部…コンクールの曲を中心に
第 2部…つきのき女声コーラス
第 3部…合同演奏（槻木ウィンズサー
　　　　クル、つきのき女声コーラス）

■問  槻木小学校　� 56-1029

　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）
　� 55-3763

主な行事日学　校

6 年生授業参観・
懇談会

5
船岡小学校
� 55-1064

離任式26

1～5年生学習参観3槻木小学校
� 56-1029 離任式28

授業参観・学年懇
談会

5
柴田小学校
� 56-1430

離任式28

授業参観・学年Ｐ
ＴＡ

7
船迫小学校
� 55-5394

離任式28

離任式28
西住小学校
� 53-3227

1～5年生学習参観6東船岡小学校
� 55-1811 離任式27

1・2年学年末考査、
3年ＰＴＡ総会

3
船岡中学校
� 55-1162

1・2年ＰＴＡ総会14

一日入学21

1・2年生授業参観18槻木中学校
� 56-1331 一日入学25

1・2学年ＰＴＡ14船迫中学校
� 54-1225 一日入学21

卒業式19小学校共通

卒業式10中学校共通

離任式28

修了式24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。

しばた茶会の先生を募集




