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今月のお知らせ
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親学びサロン

　親子でできるわらべうたやワーク

ショップを楽しみませんか。

日時 場所

7月24日 10:00～12:00 岩出山公民館

7月25日 10:00～12:00 鳴子公民館

7月26日 10:00～12:00 図書館

対象　0歳児～小学生の保護者

申込　各開催日の1 週間前まで、電話

または住所・氏名・電話番号を記入し

たメール（ed-shogaku@ci ty .osak i .

m iyag i . jp）で申し込み

その他　当日は託児を受け付け

 生涯学習課総務担当  72-5035

家族介護教室・家族介護者交流

　家族介護の心身の負担軽減、リフ

レッシュに来てみませんか。

日時　7月4日　14時～15時

場所　笹森の里 （古川清滝地区）

対象　高齢者を介護している家族

申込　事前に電話で申し込み

 特定非営利活動法人ハッピィート

大崎  090-8610-8870

認知症専門相談

　認知症に関する医療や介護、対応な

どについて専門医が相談に応じます。

日時　7月23日　9時30分～12時

場所　古川保健福祉プラザ（fプラザ）

対象　認知症が気になる人、その家族

持ち物　お薬手帳（持っている人）

申込　7月12日まで電話で申し込み

 高齢介護課高齢福祉係  23-6085

こころの健康相談

　こころの健康に不安を持つ人に、臨

床心理士が相談に応じます。

日時　7 月 5 日・26日　10時～

14時30分

場所　古川保健福祉プラザ（fプラザ）

申込　事前に電話で申し込み

 健康推進課成人保健担当 23-5311

オストメイト相談会

　手術後の生活や、装具、社会生活、福

祉制度などの相談会です。

日時　7月20日　13時～16時

場所　大崎市民病院9階会議室

対象　オストメイト（人工肛門・人口ぼ

うこう保有者）または家族など

 公益社団法人日本オストミー協会

　 宮城県支部  080-5567-3348

おおさき市民検診

　事前に申し込みをしていない人も受

診できます。お問い合わせください。

総合健診

　特定健康診査、健康診査、結核・肺が

ん検診、大腸がん検診、胃がん検診、肝

炎ウイルス検診、歯と歯肉の相談、前

立腺がん検診、骨粗しょう症検診

地域 期日 場所

古
川

7月8日～12日、
16日・17日

古川保健福祉プ
ラザ（fプラザ）

7月18日・19日 宮沢地区公民館

7月22日・23日 長岡小学校

7月24日 清滝小学校

7月25日・26日 富永小学校

7月29日・30日 古川第四小学校

7月31日、8月1日 西古川小学校

鳴
子
温
泉

7月2日・3日 川渡地区公民館

7月4日・5日
鬼首基幹集落セ
ンター

7月6日・8日・
9日

鳴子保健・医療・
福祉総合センター

7月10日
中山コミュニティ
センター

受付時間　7時30分～11時

乳がん検診

地域 期日 場所
三
本
木

7月16日～18日
三本木保健福祉
センター

受付時間　8時30分～9時、9時30分～

10時、12時30分～13時、13時～13時

30分

子宮頸がん検診

地域 期日 場所
鹿
島
台

7月24日～26日
鹿島台保健セン
ター

田
尻

7月19日 大貫地区公民館

7月22日・23日
田尻スキップセ
ンター

受付時間　8時30分～9時、9時30分～

10時、12時30分～13時

個別健診

　詳しい日時は、実施医療機関にお問

い合わせください。

検診項目 受診期間

特定健康診査・健康診査 8月～11月

成人歯科健康診査 6月～10月

子宮頸がん検診 7月～11月

乳がん検診 8月～11月

 健康推進課成人保健担当 23-5311

　 または各総合支所市民福祉課

自立支援相談

　生活や仕事の悩み、心配ごとなどの

相談に応じます。

生活困窮者自立支援相談（面接相談）

日時　月～金曜日　9時～16時

場所　大崎市自立相談支援センター

ひありんく（リオーネふるかわ内）

※遠方の場合は、訪問相談に応じます。

申込　事前に電話で申し込み

くらしとしごと相談（巡回相談）

日時　7月10日　10時～16時

場所　岩出山公民館

申込　事前に電話で申し込み

 大崎市自立相談支援センター　　 

　　　　　　　　　　　　25-5581

青少年相談

　児童・生徒自身に限らず、保護者の

悩みなども受け付けています。

日時　月～金曜日　9時～17時

場所　青少年センター（中央公民館内）

申込　事前に電話で申し込み

 青少年センター 24-3741

消費者ホットライン  188
近くの消費生活センターにつなが

ります。（全国共通）

7月の相談日
人権相談・行政相談

古川地域（市政情報課）

人権：7月11日・25日 13時～16時

行政：7月11日・25日 13時～16時

 市政情報課市民相談担当 23-9125

松山地域（松山総合支所）

人権：7月23日  10時～15時

行政：7月23日  13時～16時

 松山総合支所地域振興課 55-2111

三本木地域（三本木総合支所）

行政：7月 3日  10時～15時

人権：7月16日  10時～15時

 三本木総合支所地域振興課 52-2111

鹿島台地域（鹿島台総合支所）

行政：7月 9日  10時～15時

人権：7月10日  10時～15時

 鹿島台総合支所地域振興課 56-7111

岩出山地域（岩出山総合支所）

人権：7月19日  10時～15時

行政：7月19日  9時～12時

 岩出山総合支所地域振興課 72-1211

鳴子温泉地域（鳴子公民館）

行政：7月10日  10時～12時

人権：7月26日  10時～15時

 鳴子総合支所地域振興課 82-2191

田尻地域（田尻スキップセンター）

人権：7月18日  10時～15時

行政：7月18日  10時～12時

 田尻総合支所地域振興課 39-1111

市民相談・消費生活相談（常設相談）

日時　月～金曜日　9時～16時

場所　市政情報課、消費生活センター

 市政情報課市民相談担当 23-9125

　 消費生活センター  21-7321

弁護士による多重債務無料法律相談

日時　7月10日・17日・24日

13時～16時（面接時間は30分）

場所　消費生活センター

定員　各回6人

申込　前日まで電話で申し込み

 消費生活センター  21-7321

性暴力被害相談

日時　月～金曜日：10時～20時、土曜

日：10時～16時

内容　性暴力の電話相談、警察や医療

機関への付き添い、医療費の助成など

 性暴力被害相談支援センター宮城  

0120-556-460

　話で申し込みしてください。

 各児童館・児童センター

子育てネットワークの集い
「ぴろりんとあそぼう」

　市内の子育て支援・自主サークルの

集いです。親子で体を動かしませんか。

日時　7月23日　10時～11時

場所　図書館（来楽里ホール）

対象　就学前の幼児と保護者

申込　7月22日まで電話で申し込み

 子育てわくわくランド  24-7778

ぽっかぽか広場

日時　7月10日　10時～11時30分

場所　三本木児童交流センター

内容　水遊びをしよう

対象　就学前の幼児と保護者

持ち物　水着、水遊び用おむつなど

申込　7月9日まで電話で申し込み

 三本木児童交流センター 52-2078

コアラの広場

日時　7月11日　10時～11時30分

場所　鹿島台中央児童館

内容　じゃぶじゃぶ遊び

対象　就学前の幼児と保護者

 鹿島台中央児童館  56-4672

わんぱくタイム

日時　7月17日　10時～12時

場所　鳴子川渡児童館

内容　みんなで水遊びを楽しもう

対象　就学前の幼児と保護者

申込　7月10日まで電話で申し込み

 鳴子川渡児童館  84-7424　

大崎市小学校入学準備支援事
業入学給付金を支給します

　第3子以降の小学 1年生を養育する

保護者に、給付金を支給します。

　対象者には、4 月下旬に申請書を送

付していますので、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　7月31日まで

※郵送の場合は当日消印有効です。

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

じどうかんであそぼう

日時 場所 内容

7月 2日
古川稲葉児童セン
ター（24-8513）

レッツ七夕

7月 8日
古川中央児童館

（23-0430）
水 族 館 へ
いこう

7月 9日
古川東児童セン
ター（23-1055）

何が釣れ
るかな？

7月10日
古川南児童セン
ター（22-3610）

つ く っ て
みよう

7月12日
古川大宮児童セン
ター（23-1120）

魚釣りゲー
ム

時間　10時30分～11時30分

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

子育て支援

健康・健康相談

相談

 大崎保健所疾病対策班
  91-0714

日時　7月8日・22日

　　　11時～11時30分

場所　大崎合同庁舎2階

※事前に電話予約が必要です。

7月の骨髄バンク

ドナー登録

 宮城県赤十字血液センター   022-290-2515

14日 イオンタウン古川（古川沢田） 10:00～11:45  13:00～16:30  

28日 ヨークベニマル古川南店（古川穂波）10:00～11:45  13:00～16:30 

7月の献血

● 本人確認が必要です。運転免許証や健康保険証などを持参してください。

● 荒天の場合、日程の変更や中止になることがあります。

● 協力企業・会場を募集しています。社会福祉課(23-6012)まで連絡してくださ

　 い。

 


