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今月のお知らせ

広報おおさき　2019年 4月号 広報おおさき　2019年 4月号

中央公民館の講座　 中央公民館  22-3001

絵本の好きな子あつまれ!「絵本タイムの会」

4月12日・24日　10:00～11:00

内容：絵本や紙芝居の読み聞かせ、子育てアドバイス　対象：0歳～就学前の親

子　定員：先着15組　参加費：1回200円　申込：随時電話で申し込み（新年度の

ため、これまで参加していた人も新たに登録が必要です。）

ぱそこんジョイ・サロン　4月2日・16日　9:00～12:00

公民館のパソコンが利用できます。初めての人は、電源の入れ方やマウスの使

い方などパソコンの基本から学ぶことができ、経験者は、操作していて疑問に

思ったことを相談しながら解決できます。　参加費：無料

パソコン教室「エクセル集計ワザ 3」　4月17日  18:30～20:30

「小計」と「統合」で自動的に集計するワザを習得できます。　定員：先着 8人　

参加費：300円（資料代）　持ち物：データ保存用の媒体。ノートパソコン持参可

能　申込：4月12日まで電話で申し込み

古川総合体育館のスポーツ教室　 古川総合体育館  24-0511

初心者太極拳教室（10回コース）　

日時：5月～7月までの水曜日　13：00～14：45　 対 象：未経験者、初心者　 定

員：20人　費用：8,000円（10回分）

トレーニング講習会

日時：火～土曜日（予約制ですので、時間はお問い合わせください。）　対象：高

校生以上　定員：5人　費用：新規（1回）3,000円、再講習（1回）800円　内容：イ

ンボディ測定、ストレッチ、ワンポイントアドバイス、トレーニング機器の説明

持ち物：運動できる服装、運動靴（上靴）、タオル

Jr.バドミントン　

日時：木曜日19:00～20:30、土曜日18:00～20:30（ 週2回 ）　 対象：小学生　 費

用：3,000円（1カ月）

キッズテニス（硬式）　

日時：水曜日　16:00～17:00　対象：幼稚園児　費用：2,100円（1カ月）

Jr.ソフトテニス　

日時：金曜日　19:00～20:30　対象：小学生　費用：2,100円（2カ月）

Jr.卓球　日時：木曜日 19:00～20:30　対象：小学生　費用：2,500円（1カ月）

合気道　日時：土曜日 14:00～15:30　対象：小学生　費用：2,100円（1カ月）

※詳しくはお問い合わせください。

第2回 墨
ぼくりん

凜会書展

日時　4月5日～7日　10時～17

時（初日は13時30分から、最終日は16

時まで）

場所　大崎市民ギャラリー（緒絶の館）

内容　書作品

 大崎市民ギャラリー（緒絶の館） 

 21-1466

吉野作造かるたパネル展

　市内の中高生が絵札を描いたかるた

展です。さまざまに表現されたかるた

を鑑賞してみませんか。

期間　4月27日～5月30日

場所　図書館（来楽里ホール）

 吉野作造記念館  23-7100

企画展「松山の明治と昭和」

　明治初期の測量絵図のほか、初公開

となる松山実科高等女学校（松山高等

学校の前身）の設立・閉校に関する資

料などを通じて、明治・昭和初期の松山

の姿を紹介します。

期間　4月20日～ 6月30日　9時

30分～17時（最終受付は16時30分）

※毎週月曜日は休館日（祝日の場合は翌

平日）です。4月30日は開館します。

場所　松山ふるさと歴史館

料金　一般・大学生210円（団体160円）、

高校生以下100円（団体80円）

※団体は20人以上

※4月27日 、5月18日 、6月15日 

　の13時30分～14時に展示解説を行い

　ます。

 松山ふるさと歴史館  55-2215

権田幸喜「こころのこけし画展」

　こけし収集家の権田幸喜氏が所有す

る、3,000本以上の伝統こけしを水彩画

で描いた「こけし画」を展示します。

日時　4月20日～ 6月10日　8時

30分～17時（最終入館は16時30分）

※ 4月20日～ 30日は、権田氏が

在展する予定です。

場所　日本こけし館（鳴子温泉地域）

料金　大人320円、高校生160円、中学

生110円、小学生80円

 日本こけし館  83-3600

Net119 緊急通報システム
登録説明会

　Net119緊急通報システムは、聴覚や

発語などに障がいのある人が、携帯電

話などのインターネット機能を利用し

て、119番通報を行うことができる無

料サービスです。手話通訳、要約筆記が

付いた説明会を開催します。

日時　4月14日　9時30分～12時30分

場所　大崎広域消防本部・古川消防署（古

川千手寺町）

内容　サービスの登録方法、模擬通報

体験、消防庁舎見学

対象　聴覚などに障がいのある人やそ

の家族

定員　100人程度

持ち物　携帯電話やスマートフォン

 大崎地域広域行政事務組合消防本

　 部警防課通信指令センター 

22-2541 22-7030

第26回一ノ蔵「蔵解放」

　お酒の「一ノ蔵」を丸ごと味わう春祭

りです。気軽に参加してみませんか。

なお、運転手にお酒の提供はできませ

ん。JR松山町駅から運行するシャトル

バスを利用してください。

※介助犬を除き、ペット同伴での来場

　はできません。

日時　4月20日　9時30分～14時

場所　一ノ蔵本社蔵

内容　酒蔵見学、試飲コーナー、各種ス

テージイベント、ゲームコーナー、企画

展「九代目法華三郎信房刀剣展」

※企画展は松山酒ミュージアムで開催

　します。（14時30分閉館）

 株式会社一ノ蔵  55-3322

オレンジカフェ＆認知症サ
ポーター公開講座in図書館

　誰でも参加できるオレンジカフェ

で、気軽に相談や情報交換をしてみま

せんか。また、認知症の人や家族を見守

り支援する、認知症サポーターの養成

講座も開催します。　

日時　4月20日　オレンジカフェ：

9時30分～、認知症サポーター公開講

座：11時～12時

場所　図書館（来楽里ホール）

対象　認知症について学びたい人、認

知症サポーターに興味のある人

定員　30人程度（公開講座）

持ち物　筆記用具

申込　認知症サポーター公開講座の受

講を希望する人は、前日まで電話で申

し込み

 高齢介護課高齢福祉係  23-6085

パソコン基礎講座

日時　月～金曜日　13時～17時

場所　みやぎ北若者サポートステー

ション

内容　基礎からのパソコン講座

対象　15歳～39歳の無職の人

申込　事前に電話で申し込み

 みやぎ北若者サポートステーション

21-7022

リサイクルデザイン体験教室
（木工糸のこ）

　ごみ減量化に向けて、廃材を利用し

たリサイクルを体験しませんか。

日時　4月20日　10時～12時、13時

～15時

場所　古川リサイクルデザイン展示館

内容　こいのぼりとかぶと作り

定員　各先着5人

料金　700円

持ち物　上靴

申込　4月2日から電話で申し込み

 古川リサイクルデザイン展示館

　24-5275

古川消防署定期普通救命講習会

　成人に対する心肺蘇生法や、自動体

外式除細動器（AED）の取り扱い方法を

学びませんか。

日時　毎月第3土曜日　9時～12時

場所　古川消防署（古川千手寺町）

対象　大崎管内に居住する中学生以上

の人、大崎管内に勤務している人

定員　10人程度

申込　申請書に必要事項を記入し、前

日までに古川消防署窓口へ直接申し込

み

※申請書は大崎広域消防本部ウェブ

ペ ー ジ（http://oosakifire119.jp/）

から入手することができます。

 古川消防署救急係  24-4351

岩出山体育センターのスポー
ツ教室

桜の平筒沼を歩くノルディック

ウォーキング

日時　4 月17日　9時～15時

場所　平筒沼（登米市）

※集合は岩出山体育センター前です。

定員　先着20人

料金　500円（傷害保険料含む）

持ち物　昼食、飲み物、雨具など

申込　4月9日まで電話で申し込み

ヨガ＆ピルビスワーク教室

日時　 4 月11日～ 5 月30日の毎週

木曜日（4月18日、5月2日を除く全6

回）　10時～11時　 4月9日～5月

28日の毎週火曜日（4月30日、5月7日

を除く全6回）　19時～20時

場所　岩出山体育センター

定員　各10人程度

料金　1回500円

持ち物　ヨガマット（貸出可）、飲み物、

タオル

申込　4月7日まで電話で申し込

み

 岩出山体育センター　72-1210

講座

催し 4月の巡回　移動図書館車「きらり号」　 図書館 22-0002　

3日・

17日　

真山地区公民館（9 :50～10 :35）スーパーセンタートラスト岩出山

店（11 :05～11 :50）  あ・ら・伊達な道の駅（13 :25～14 :10）  ウジエ

スーパー岩出山店（14 :50～15 :35）

12日・

26日　

下伊場野水辺の楽校駐車場（9 :45～10 :30）  松山駅前区集会所（11 : 00

～11 :45）三本木総合支所駐車場（14 :00～14 :45）  南谷地集会所

（15 :15～16 :00）

10日・

24日　

大貫地区公民館（10 :40～11 :25）沼部公民館（12 :55～13 :40）

ウジエスーパー田尻店（14 :05～14 :50）

11日・

25日　

鬼首地区公民館（10 :45～11 :30）湯めぐり駐車場（13 :25～14 :10）

川渡地区公民館（14 :35～15 :20）

5日・

19日　

鹿島台総合支所駐車場（10 :40～11 :40）鹿島台公民館（13 :00～14 : 00）

鹿島台第二小学校跡地（14 :30～15 :15）

2日・

16日　

中山コミュニティセンター（11 :00～11 :45）有備館駐車場（13 :35

～14 :20）古川清滝地区公民館（14 :55～15 :40）

※悪天候などの事情で、巡回を中止・変更する場合があります。

 


