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今月のお知らせ

広報おおさき　2019年 5月号 広報おおさき　2019年 5月号

ぽっかぽか広場「はじめまして
こんにちは」

日時　5月15日　10時～11時30分

場所　三本木児童交流センター

対象　就学前の幼児と保護者

持ち物　飲み物、着替え

申込　前日まで電話で申し込み

 三本木児童交流センター 52-2078

緒絶の館「今月の展覧会」

共通事項

場所　大崎市民ギャラリー（緒絶の館）

第23回大崎市古川リサイクルデザイ

　ン工房友の会作品発表会

日時　5月9日～12日　10時～

17時（最終日は15時まで）

内容　廃材を利用した作品

ふじまつり古川今昔写真展

日時　5月9日～12日　10時～

17時（最終日は15時まで）

内容　写真

第49回宮城書芸院書展

日時　5月15日～19日　10時～

17時

内容　書作品

第82回河北美術展大崎展

日時　5月22日～26日　10時～

17時

内容　日本画、洋画、彫刻

料金　一般 400円、高校生以下無料

第17回長瀬れい子「季節の中のイラ

　スト展」

日時　5月28日～ 6月3日　10時

～17時（初日は正午から、最終日は 15

時まで）

子どもの健やかな成長を皆さ
んで考えてみましょう

　国では、5月5日のこどもの日から

11日までの1週間を「児童福祉週間」と

定めています。子どもたちの健やかな

成長を考えてみましょう。

2019年度児童福祉週間標語

「その気持ち　誰かを笑顔にさせる種」

 子育て支援課児童福祉係  23-6045

大崎市小学校入学準備支援事
業入学給付金を受け付けます

　第3子以降で、平成31年4月に小学

校1年生になった児童を養育する保護

者へ給付金を支給します。対象者には

申請書を送付しますので、必要事項を

記入し、子育て支援課または各総合支

所市民福祉課に提出してください。

　なお、別居している児童がいる人は

戸籍謄本の添付が必要です。

申請受付　5月1日～ 7月31日まで

※郵送の場合は当日消印有効。

支給金額　１人あたり30,000円

対象　保護者・支給対象児童ともに令

和元年5月1日時点で市内に住所を有

すること

 子育て支援課子ども給付係 23-6045

　 各総合支所市民福祉課地域福祉担当

大崎市子どもの心のケアハウ
ス事業を始めます

　市では、不登校やその傾向にある児

童生徒と保護者を対象に、自立と学校

生活への自発的な復帰に向けた支援を

を行います。来庁や電話での相談に応

じますので、利用してください。

日時　月～金曜日（祝日、休日などを除

く）　９時～17時

場所　中央公民館

申込　事前に電話（080-6058-1894）

で申し込み

 学校教育課学事担当  72-5033

わんぱくタイム

日時　5月15日　10時～12時

場所　鳴子川渡児童館

内容　みんなで公園で遊ぼう

対象　就学前の幼児と保護者

持ち物　飲み物、おしぼり、タオルなど

申込　5月8日まで電話で申し込み

 鳴子川渡児童館  84-7424

コアラの広場

日時　5月16日　10時～11時30分

場所　鹿島台中央児童館

対象　就学前の幼児と保護者

内容　はじめましての会

持ち物　飲み物

 鹿島台中央児童館  56-4672

じどうかんであそぼう

日時 場所 内容

5月10日
10:30～11:30

古川大宮児童セン
ター（23-1120）

砂遊びを
しよう

5月13日
10:30～11:30

古川中央児童館
（23-0430）

からだを
つかって
遊ぼう

5月14日
10:30～11:30

古川稲葉児童セン
ター（24-8513）

砂遊びを
しよう

5月15日
10:30～11:30

古川南児童セン
ター（22-3610）

ふうせん
で遊ぼう

5月28日
10:30～11:30

古川東児童セン
ター（23-1055）

親子で遊
ぼう

対象　就学前の幼児と保護者

持ち物　上靴、着替え、タオル、飲み物

※古川稲葉児童センターのみ事前に電

　話で申し込み

 各児童館・児童センター

内容　絵てがみ、イラストなど

古川管内高等学校美術クラブ連合展

日時　5月31日～ 6月3日　10時

～ 17時（最終日は15時まで）

内容　絵画（油彩、水彩）、陶芸作品など

 大崎市民ギャラリー（緒絶の館）

  21-1466

祥雲閣茶道連盟創立25周年
記念三流派茶会

　祥雲閣の日本庭園を眺めながら、さ

まざまなお茶を楽しんでみませんか。

日時　5月12日　10時～ 15時

場所　大崎市祥雲閣

内容　煎茶道清泉幽茗流、茶道表千家、

茶道裏千家による茶会

料金　三席1,500円（記念品付）

 祥雲閣  24-3385

ノルディックウォーキング
体験会

　スポーツ推進委員の指導のもと、参

加者同士で楽しく会話を弾ませなが

ら、新緑の中を歩いてみませんか。

日時　5月25日　9時

場所　古川地域

対象　初めて体験する人、初心者

定員　先着50人

料金　500円（保険代など）

持ち物　飲み物、タオル、雨具

申込　5月17日まで電話で申し込み

 生涯学習課事業担当　72-5035

鬼首ワンデーマーチ

　鳴子温泉地域鬼首地区内のウォーキ

ングコースを歩いてみませんか。

日時　5月19日　8時30分（小雨決

行）

場所　オニコウベスキー場レストハウ

スかむろ集合

内容　すすきの原コース（12㎞）の

ウォーキング

定員　先着100人

料金　小学生300円、大人500円（みそ

汁、記念品、記念写真付）

持ち物　昼食、動きやすい服装、履物

申込　5月13日まで電話、ファクス、

Eメール（onizigoku@gmail.com）のい

ずれかで申し込み

 鬼首地区公民館

 86-2206  87-5172

子育て支援

催し

国民健康保険 Q & A　　　 保険給付課国民健康保険担当   23-6051

　Ｑ　職場の健康保険に加入しましたが、まだ保険証が届いていません。病院

にかかりたいのですが、支払いはどうなりますか。

　Ａ　病院にかかる費用は、いったん全額負担となります。後日、加入した健康

保険から、決められた自己負担以外の医療費の払い戻しを受けることがで

きます。受診する際に、医療機関などで新しい健康保険の加入手続き中で

あることをお話ください。

　Ｑ　職場の健康保険に加入しましたが、まだ保険証が届いていないため、国

民健康保険を使ってしまいました。何か問題はありますか。

　Ａ　国民健康保険から世帯主あてに、自己負担分以外の医療費の返還を求め

る場合があります。　

5月の巡回　移動図書館車「きらり号」　 図書館 22-0002　

8日・

22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）

17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）

15日・

29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）

9日・

23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）

10日・

24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）

14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。

 


