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今月のお知らせ

広報おおさき　2019年 8月号 広報おおさき　2019年 8月号

日本・世界の永久平和を願って

　防災行政無線で黙とうの呼びかけの

放送をします。

　戦争や原爆で亡くなられた人たちを

追悼し、黙とうを捧げましょう。

広島原爆の日　8月 6日 8時15分

長崎原爆の日　8月 9日 11時 2分

終戦記念日　　8月15日 12時

 政策課政策企画担当  23-2129

第23回　平和のつどい

共通事項

場所　吉野作造記念館　

ヒロシマ・ナガサキ原爆展

日時　8月6日～15日10時～

16時

戦争と平和を考える講演会

日時　8月10日　13時30分～16時

講師　鈴木光太郎 氏

平和のつどい

日時　8月15日　12時～13時30分

内容　黙とう、「平和希求のまち大崎市

宣言」の市民朗読、平和作文コンクー

ル最優秀賞作品の朗読など

 ふるかわ平和のつどい  22-6346

戦没者戦災死没者追悼式

　平和への祈念と、戦争の犠牲者へ追

悼の念をあらわし、献花をしましょう。

日時　8月30日　13時30分～

場所　大崎生涯学習センター（パレッ

トおおさき）

定員　300人

 社会福祉課地域福祉係  23-6012

吉野作造記念館の催し

大崎管内高校紹介コーナー（展示）

期日　8月1日～11月30日　

対象　中学生

映画「弁護士布施辰治」上映会

日時　8月18日・22日　14時～

定員　先着各回30人

申込　事前に電話で申し込み

阿川尚之氏講演会

日時　8月30日　14時～

演題　「第1次世界大戦とアメリカ、そ

して日米海軍関係」

プレミアム商品券の取扱店を
募集します

　市内の事業者を対象に、プレミアム

商品券を取り扱う店舗を募集します。

　今年は市のプレミアム商品券に加

え、国のプレミアム付商品券も併せて

扱うことになります。

　詳しくは、お問い合わせください。

募集期間　8月16日～9月5日　

9時～17時

※土・日曜日は除きます。

申込　所定の申請書に必要事項を記入

し、古川商工会議所、または各商工会へ

申し込み

 「宝の都・大崎」プレミアム商品券実行  

　委員会（古川商工会議所内）24-0055

　 大崎商工会本所  52-2272

　 玉造商工会本所  72-0027

富永地区学童保育指導員を募
集します

　地区住民が運営する学童保育の指導

員を募集します。

　詳しくはお問い合わせください。

定員　１人

勤務時間　月～金曜日　14時～ 17時

勤務場所　富永小学校体育館

業務内容　子どもの遊びや生活の指導

賃金　時給920円

対象　子どもが好きな人

 富永地区学童保育施設   

080-1668-2416

パレット人形劇フェスティバル
のパフォーマーを募集します

　11月10日開催予定の「パレット人

形劇フェスティバル2019」に出演して

みませんか。

共通事項

申込　8月31日まで電話で申し込み

※詳しくはお問い合わせください。

アマチュア人形劇発表

時間　12時30分～15時30分（1団体

15分～20分）

内容　人形劇・影絵の発表

定員　7団体

みんなの発表会

時間　11時20分～14時（1団体10分～

15分）

内容　読み聞かせ・歌・演奏（保育園・幼

稚園での参加も可）

定員　3団体

 大崎生涯学習センター（パレットお

　 おさき）  91-8611

オリンピック聖火リレーラン
ナーを募集します

　東京2020オリンピック聖火リレー

のランナーに参加しませんか。

聖火リレー期日　令和2年6月20日

～22日

募集期間　7月1日～8月31日

※郵送の場合は当日消印有効です。

募集人数　65人程度

応募資格　宮城県にゆかりがあり、平

成20年4月1日以前に生まれた人

※令和2年3月1日時点で18歳未満の

場合は、保護者の同意が必要です。

※障がいの有無は問いません。

申込　各地方振興事務所や各市町村の

窓口で配布している応募用紙に必要事

項を記入し、書留か簡易書留で郵送で

申し込み

郵送先　〒980-0014　仙台市青葉区

本町3-1-6　 宮城県実行委員会事務局

※ウェブサイト（http://miyagi-sports

　2020.jp）でも受け付けています。

 宮城県聖火ランナー募集コールセ

ンター  0570-200-161

第27回宮城シニア美術展作
品募集

　日本画、洋画、書、写真、工芸の5つの

部門の作品を募集します。

募集期間　10月31日まで

テーマ　自由

対象　県内在住の60歳以上のアマ

チュアの人

料金　1 作品500円（出展料）

※出展は各部門1人1点までです。作

品は、出展者自らが創作したもの

で、未発表のものとします。

展示期間　11月28日～12月1日

展示場所　宮城県美術館県民ギャラ

リー（仙台市青葉区）

その他　優秀作品（専任審査員が審査）

は、令和2年開催予定の「ねんりんピッ

ク岐阜2020」美術展部門へ出展

 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会

 いきがい健康課  022-223-1171 

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72回春光会展

日時　8月13日～18日　10時～

17時（最終日は14 時まで）

内容　洋画

第21回ブナの森作品展

日時　8月26日～ 9月1日　10時

～ 17時（初日は13 時から、最終日は16

時まで）

内容　絵画、写真、工芸など

第26回写団みちのく写真展

日時　8月28日～9月1日　10時

～ 17時（最終日は16時まで）

内容　写真

 大崎市民ギャラリー（緒絶の館）  

21-1466

パレットおおさきの催し

共通事項

場所　大崎生涯学習センター（パレッ

トおおさき）

大人の天文塾「月と地球、内惑星」

　参加者相互の交流を楽しみながら、

星空や宇宙のことを学びませんか。

日時　8月3日　16時～17時30分

申込　事前に電話または直接来館で申

し込み

パレット夏まつり

　パレットおおさき全館を使用して、

おばけ部屋やミニ縁日、映画会など開

催します。

日時　8月18日　15時～20時30分

※おばけ部屋の受け付けは12時から

　です。

その他　中学生以下は保護者同伴

 大崎生涯学習センター（パレットお

　 おさき）  91-8611

催し

募集
定員　先着90人

料金　500円

申込　事前に電話で申し込み

 吉野作造記念館  23-7100

出張視覚障害者情報センター
in おおさき

　視覚障がいや盲ろうについての理解

を深めましょう。

日時　8月25日　10時～15時

場所　図書館（来楽里ホール）

内容　バリアフリー映画上映会（13時

～）、点字体験（10時～12時）、便利グッ

ズの展示・体験など

 宮城県視覚障害者情報センター 

 022-234-4047

感覚ミュージアムの催し

市民ミュージアムデー

　広報おおさき 8月号を持参すると、

2人まで無料で入館できます。

日時　8月4日　9時30分～17時（最

終入館は16時30分）

場所　感覚ミュージアム

ニャンドゥティワークショップ

　パラグアイの伝統的なレース「ニャ

ンドゥティ」。カラフルな糸を編み合わ

せ、アクセサリーを作りませんか。

日時　8月4日　13時30分～16時

定員　先着 5 人　

料金　3,000 円

申込　電話で申し込み

 感覚ミュージアム 72-5588

第9回東北復興野球交流試合

　復興支援を目的に、社会人・大学・高

校野球の強豪チームと被災地のチーム

が行う交流試合を観戦しませんか。

　詳しくは東北復興野球交流試合情報

掲示板（https ://6240.teacup.com/

touhokuyakyu/bbs）で確認するか、

各球場にお問い合わせください。

日時　8月9日～11日

場所　鹿島台中央野球場、松山野球場、

南郷球場、涌谷スタジアムほか

 JABA 宮城県野球協会震災復興支援 

　 事務局  080-3143-8209

農林業系汚染廃棄物の試験焼却に関するお知らせ

　平成30年10月から実施している農林業系汚染廃棄物の試験焼却は、中央

クリーンセンターでの第5クールの混焼を、6月10日から6月14日まで実

施しました。空間線量および各種の放射性セシウム濃度の測定結果は、いず

れも基準値内でした。

 環境保全課放射能対策推進室  23-6074

第5クールの各種測定結果（混焼期間：6月10日～6月14日）

 排ガスの測定結果

項目 単位：ベクレル / 

1 号炉 不検出（6月13日）

2 号炉 不検出（6月13日）

 焼却灰などの測定結果（基準値：1,193以下）

項目 単位：ベクレル/Kg

飛灰 88 ～ 332

焼却灰 21 ～ 77

 焼却内容の実績（3,640kg搬入）

項目 単位：ベクレル /Kg

搬入区分 2,000超～ 4,000以下

搬入濃度 2,499.60 ～ 3,070.78

 大日向クリーンパークの放射性セシウム濃度の測定結果

放流水、地下水（井戸上部）、地下水（井戸下部）
不検出

（採取日：6月12日）

※基準値：3カ月平均値が次式を満足すること。

 セシウム134の濃度（Bq /）
＋

セシウム137 の濃度（Bq /）  
≦ 1

 　　　　60（Bq /）　　　　　　　　90（Bq /）

※基準値：3カ月平均値が次式を満足すること。

 
セシウム134の濃度（Bq /m3）

＋
セシウム137 の濃度（Bq /m3） 

≦ 1
 　　　　20（Bq /m3）　　　　　　　　30（Bq /m3）

 


