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今月のお知らせ
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1日子ども図書館員

　図書館の仕事を体験しませんか。

日時　8 月 4 日・22日　9 時30分

～12時、14時～16時30分

※各日2回の開催です（計4回）。

場所　図書館（来楽里ホール）

内容　カウンターでの貸出・返却作業

やブックコートがけなど

対象　市内の小学 5・6 年生

定員　各回4人（応募多数の場合抽選）

申込　7月16日まで、往復はがきに

氏名・住所・電話番号・学校名・学年・参

加希望日時（第1希望・第2希望）・保護

者氏名（押印）を記入して申し込み（必

着）

※応募者1 人につき1 枚の往復はがき

　で応募してください。

 図書館（来楽里ホール） 22-0002

臨床美術ワークショップ「ゆ
れる熱帯魚を作ろう」

　夏休みの工作にぴったりな、ゆらゆ

らと揺れる熱帯魚を作りませんか。

日時　7 月21日　9 時45 分～11時

30分、13時45分～15時30分

※午前・午後は同じ内容です。

場所　感覚ミュージアム

定員　各先着6人

料金　1,500円

申込　電話で申し込み

 感覚ミュージアム 72-5588

パレット星空音楽会「プラグ
レスコンサート」

　満天の星空とアコースティックギター、

ベース、カホンの演奏を楽しめます。

日時　7月20日　17時30分～19時

場所　大崎生涯学習センター（パレッ

トおおさき）

出演　イビキトネゴト、FIGURE MOUTH

定員　先着150人

申込　電話または直接来館で申し込み

 大崎生涯学習センター（パレットお

　 おさき）  91-8611

カムロ カムカム マーケット
夏休み企画

　手芸雑貨やアクセサリーなどのワー

クショップを楽しみませんか。

日時　7月21日　10時～15時

場所　みちのく古川 食の蔵 醸室

料金　各ワークショップの材料費

その他　小学生未満は保護者同伴

 カムロマルシェ実行委員会事務局 

　　　　　　　　　080-5907-9079

視覚障がい者情報交流会

日時　7月16日　13時～ 16時

場所　図書館（来楽里ホール）

内容　健康講話、視覚障がい者用福祉

用具の紹介と操作体験、懇談会など

対象　視覚に障がいがある人、見えに

くさで悩んでいる人とその家族、支援

者や視覚障がい者支援に関心のある人

など

 県視覚障害者情報センター

  022-234-4047

中小企業及び小規模企業振興基
本条例制定記念シンポジウム

　活力ある産業のまちづくりを推進す

るためのシンポジウムです。

日時　7月4日　14時15分～17時

場所　図書館（来楽里ホール）

内容　基調講演「振興基本条例を活用

して地域を元気にする」、青空応援団か

らのオープニングエール、パネルディ

スカッションなど

講師　岡田知弘 氏（京都橘大学現代ビ

ジネス学部教授、京都大学名誉教授）

定員　先着100人

申込　電話またはQR

コ ー ド（http://docs.

google.com/）から申

し込み

 産業商工課商工振興担当

23-7091

ベガルタ仙台 VS 湘南ベル
マーレ観戦招待

　 大 崎 市 民100組

200人（抽選）を対象

とした、サポーター

自由席の無料招待

です。家族や友人と、ベガルタ仙台に熱

い声援を送りませんか。

日時　8月24日　19時キックオフ

場所　ユアテックスタジアム仙台（仙

台市泉区）

対象　大崎市民

対象座席　サポーター自由席

定員　100組200人（抽選）

申込　7月17日ま

でQRコード（https:

//00m.in/pb8uc）か

ら申し込み

※申し込みはウェブ

のみとなります。

抽選結果　7月23日に配信予定

※落選者には優待価格チケットの案内

が送付されます。

 ベガルタ仙台インフォメーション

デスク  0570-064-564

国民年金保険料の免除申請を
受け付けます

　国民年金保険料の納付が経済的に困

難な場合は、保険料の「免除」「納付猶

予」「学生納付特例」の制度を利用でき

ます。失業などによる特例もあります

ので、相談してください。

　希望者は、納付義務者（本人・配偶者・

世帯主）の前年所得で審査しますので、

未申告者は申告を済ませてください。

免除期間　7月～令和2年6月まで

申請場所　市民課または各総合支所市

民福祉課市民窓口担当、古川年金事務所

持ち物　窓口にきた人の本人確認が

できるもの（運転免許証など）、マイナ

ンバーが分かるもの、代理人の場合は

申請者の認印、学生の場合は学生証や

在学証明書、失業の場合は雇用保険受

給資格者証など

 古川年金事務所 23-1200

市民課年金係 23-6079

障害状態確認届の作成期間が
拡大されます

　障害年金を受給している人で、障が

いの程度を確認する必要がある人は

「障害状態確認届」の提出が必要です。

　8月以降、障害状態確認届の提出期

限が3カ月以内に拡大されます。これ

まで、誕生月の前月末に送付されてい

た用紙は、誕生月の3カ月前の月末に

日本年金機構から送付されます。

　障害状態確認届の提出は、年金の種

類や障がいの状態によって異なりま

す。提出時期を確認したい場合は、お問

い合わせください。

 古川年金事務所 23-1200

市民課年金係 23-6079

企画展「渡辺亮輔展」

　明治時代に活躍した松山地域出身の

洋画家 渡辺亮輔。企画展では、油絵や

スケッチなど、収蔵作品を紹介します。

期間　7月20日～8月18日　9時

30分～17時（最終受付は16時30分）

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人以上です。

その他　7月20日、8月17日の13時

30分～14時に展示解説を開催

 松山ふるさと歴史館  55-2215

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）

伊
い え り

絵里会 第6回油絵・デッサン作品展

日時　7月4日～8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　7月4日～8日 10時～17時

（初日は正午から、最終日は15時まで）

内容　絵画、立体

第8回 フォト’12 写真展

日時　7 月11日～15日　10時～

17時（初日は13時から、最終日は16時

まで）

長兵衛クレパス画展「風の記憶5」 

日時　7 月12日～14日　10時～

17時（初日は正午から、最終日は15時

まで）

※ 7月13日14時から弾き語りライ

ブがあります。

 市 民 ギ ャ ラ

リー緒絶の館所

蔵作品展

日時　7月19日

～ 8月4日

10時～17時

内容　洋画、日本画、書

 大崎市民ギャラリー（緒絶の館）  

21-1466

吉野作造記念館の催し

共通事項

場所　吉野作造記念館

料金　一般：500円、高校生：300円、

小・中学生：200円、未就学児：無料

企画展「民衆とともに生きる －吉野

作造・布施辰治と復興の精神－」

　石巻市出身の弁護士 布施辰治と吉

野作造を貴重な資料で紹介します。

期間　7月14日～9月22日

企画展記念講演「東日本大震災を伝

える～未来への教訓」

　東日本大震災発生の翌日から発行さ

れた壁新聞の取り組みを紹介します。

日時　7月28日　14時～16時

定員　先着90人

申込　7 月27日まで電話で申し込み

 吉野作造記念館　23-7100

シルバー事業の入会説明会

日時 場所

7月 5日  10:00 岩出山総合支所

7月10日  10:00 鹿島台公民館

対象　働く意欲のある60歳以上の市民

 大崎市シルバー人材センター　

　　　　　　　　　　　　　22-3138

国民年金

催し

▲ QR コード

▲ QR コード

▲ 佐藤一郎『留守』

 


