
今月のお知らせ

広報おおさき2011-11広報おおさき2011-11　

■定員のある募集記事で特に記載のない場合、申し込みは 11 月 1 日から　

　先着順で受け付けます。対象は、市民または市内に勤務している人です。

大崎バルーンフェスティバル

岩出山総合支所産業建設課

日時　11 月 19 日～ 20 日

場所　岩出山江合川あったか河川公園

期日 時間 内容

19 日

 6：30 熱気球競技

 9：00 夢ふうせん大空飛行

10：00 ミニ SL 運行

14：00 熱気球競技

20 日
 6：30 熱気球競技

10：00 ミニ SL 運行

19日・20日  7：30 ※係留気球体験試乗

※係留気球体験試乗整理券（1 人 1 枚）

　は、各日とも午前 6 時 30 分から先

　着 200 人に会場で配布します。

問　大崎バルーンフェスティバル実行

　　委員会（岩出山総合支所産業建設課）

　　　　　　 72-1215

大崎市観光推進シンポジウム
～着地型観光で地域を変えよう～

観光交流課

日時　11 月 22 日　13 時～ 15 時

場所　芙蓉閣（古川駅前大通り）

申込　電話またはファクスで申し込み

問　大崎市観光総合窓口設立発起人会事務局

　　（観光交流課内）　・ 25-9620

映画「エクレール・お菓子放浪記」
岩出山地域上映会

観光交流課

   岩出山地域や県内各地で撮影が行わ

れた映画です。

日時　11 月 17 日　14 時、18 時 30 分

場所　スコーレハウス

前売券　大人 1,000 円、小・中・高校

生 800 円　取扱先：スコーレハウス、

市役所売店、市民会館、田尻文化セン

ター、シネマ・リオーネ古川

※ 11 月 26 日から 12 月 9 日ま

　で、シネマ・リオーネ古川でも上映

　されます。上映時間は新聞などで確

　認してください。

問　「お菓子放浪記」を応援する会　 73-1274

であいふれあいパーティー

中央公民館

日時　11 月 27 日　15 時 30 分～

場所　グランド平成（古川駅前大通り）

対象　20 歳以上の男女

参加費　男性 3,000 円、女性 2,000 円

申込　11 月 14 日まで電話で申し込み

問　大崎市若人ふれあいの集い実行委員会

　　事務局（中央公民館内）　 22-3001

「シャープス＆フラッツ」コンサート

教育委員会生涯学習課

　日本を代表するビッグバンドのコン

サートです。

日時　11 月 25 日　13 時 30 分

場所　古川第一小学校体育館

問　教育委員会生涯学習課　 72-5035

パレット人形劇フェステイバル

大崎生涯学習センター

日時　11 月 13 日　10 時～ 16 時

場所　パレットおおさき

内容　プロ劇団「影法師」、アマチュ

ア劇団の上演、人形を作っちゃおう、

おはなしの部屋

問　大崎生涯学習センター（パレットおおさき）

　　　　　　　　 91-8611

おおさき市民活動のつどい

まちづくり推進課

　大崎地域の活動団体の発表や交流の

場です。

日時　11 月 20 日　10 時～ 13 時 30 分

場所　大崎市市民活動サポートセン

ター（古川駅前ふるさとプラザ内）

問　大崎市市民活動サポートセンター

　 22-2915

台町街角いも煮会

台町商店街振興組合

　古川地域の台町商店街で、「いも煮」

を振る舞います。

日時　11 月 5 日から 26 日までの毎週

土曜日　12 時から（なくなり次第終了）

場所　交流サロンほほえみ（古川台町）

問　台町商店街振興組合　 23-7491

　

 

 

優良工事・優良業者の表彰

検査課

　市では、発注した建設工事を優良な

成績で完成した業者を表彰していま

す。平成 23 年度は次のとおりです。

◎㈱加藤建設（市道金ヶ崎団地 1 号

線外道路修繕工事）◎㈱松木工業（平

成 22 年度 公共下水道（三本木）中

谷地地内管渠築造工事（その１））◎

㈱古川土地（平成 22 年度公共下水道

（古川）旭地内管渠築造工事（その１））

◎我妻建設㈱（旧鹿島台第三幼稚園改

修工事（建築））◎㈱富士電工（田尻

中学校屋内運動場耐震補強及び大規模

改造工事「電気」）

問　検査課　 23-5169

松山邑
むら

まつり

松山総合支所産業建設課

日時　11 月 5 日　10 時～ 15 時

場所　松山酒ミュージアムほか

内容　松山の伝統芸能、人車の乗車体

験、地酒の試飲、地場産品の販売など

※松山酒ミュージアムは当日のみ入館料無料

問　松山邑まつり実行委員会（㈱一ノ蔵）

　　 55-3322　当日は 55-4533

熱気球体験教室

古川高倉地区公民館

　講座と体験飛行を一緒に行う体験教

室です。熱気球に乗って大空を旅して

みませんか。

※体験飛行だけの参加はできません。

内容 日時 場所

熱気球につい
ての講座

12 月 1 日
19 時～ 21 時

古川高倉
地区公民館

体験飛行
12 月 4 日
6 時～ 10 時

市内

対象　市内在住で中学生以上の人（中

学生、高校生は保護者同伴）

定員　10 人（先着順）

参加費　3,000 円

申込　11 月 21 日まで電話で申し込み

問　古川高倉地区公民館　 52-2399

鹿島台互市

鹿島台総合支所産業建設課

日時　11 月 10 日～ 12 日　9 時

～ 16 時 30 分（12 日は 16 時まで）

場所　鹿島台昭和通り（JR 鹿島台駅

～鹿島台総合支所）

※駐車場は鎌田記念ホール。会場まで

　は無料シャトルバスが運行されます。

問　鹿島台総合支所産業建設課　 56-5520

緒絶の館～今月の展覧会～

市民ギャラリー緒絶の館

　いずれも観覧は無料です。

◆松本千恵子とパッチワークの仲間たち展

日時　11 月 8 日～ 13 日　10 時～ 17 時

（初日は 12 時から、最終日は 15 時まで）

◆古川・田尻地区小学生造形教育作品展

日時　11 月 15 日～ 22 日

10 時～ 17 時（最終日は 15 時まで）

◆アトリエ・ペインターズ作品展

日時　11 月 16 日～ 20 日　10 時～

17時（初日は11時から、最終日は15時まで）

◆第 17 回写真を楽しむ会「わいど」写真展

日時　11 月 25 日～ 27 日　

10 時～ 17 時（最終日は 16 時まで）

◆大崎フォトクラブ写真展

日時　11 月 28 日～ 12 月 4 日

10 時～ 17 時（初日は 12 時から、最

終日は 15 時まで）

問　市民ギャラリー緒絶の館　 21-1466

大崎市新年祝賀会

秘書広報課

日時　平成 24 年 1 月 4 日　17 時 30 分

場所　芙蓉閣（古川駅前大通り）

会費　3,000 円

申込先　市役所秘書広報課、各総合支

所総務課、古川商工会議所、大崎商工

会本支所、玉造商工会、JA 古川、JA

みどりの、JA いわでやま

申込　12 月 12 日まで会費を添えて申し込み

問　秘書広報課　 23-5023

発酵で復興！全国発酵食品
サミット2011in おおさき

産業政策課

　「発酵食品で健康づくり」をテーマ

に大崎のこれからを考えます。

日時　12 月 3 日　13 時～ 19 時 30 分

場所　スコーレハウス

内容　講演（小泉 武夫 氏ほか）、

パネルディスカッションアイデアし

そ巻コンテスト、我が家の発酵料理レ

シピ甲子園

申込入場を希望する人は 11 月 11 日

まで電話などで申し込み考案レシピ

の応募を希望する人は募集要項に基づ

き 11 月 18 日まで申し込み

※詳しくは、お問い合わせください。

※11 時 30 分から 18 時まで大崎物

　産展、全国発酵食品展示即売会も開

　催します。

問　産業政策課　 23-2281
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古川土地

11 月
26 日

駅名 小牛田 古川 岩出山 鳴子温泉 新庄

発車時刻 9:14 9:40 10:10 11:11 12:44（着）

11 月
27 日

駅名 新庄 鳴子温泉 岩出山 古川 小牛田

発車時刻 8:47 11:18 12:05 12:37 12:51（着）

※ SL 運行の際は石炭を燃やした煙が出ますので、通過の際は
　 洗濯物の汚れなどにご注意ください。

◆主な駅の発車時刻

　震災からの復興を願い、「SL 湯けむり復興号」が運行します。「沿線のここ
ろをひとつに！沿線スマイルプロジェクト」として、11 月 26 日は車内に
撮影用カメラを搭載しますので、SL が見えたら、復興への願いを込めてぜひ、
手を振ってください。　                                問　観光交流課　☎ 23-7097
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