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今月のお知らせ

広報おおさき　2019年 9月号 広報おおさき　2019年 9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」

9月13日・25日　10:00～11:00

内容：絵本の読み聞かせ、子育てアドバイス　対象：0歳～就学前の子どもとそ

の保護者　定員：先着15組　料金：1 回200円　申込：随時電話で申し込み

ぱそこんジョイ・サロン　9月3日・17日　9:00～12 :00

初めての人は、電源の入れ方やマウスの使い方などを公民館のパソコンで実習

できます。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。仲間と一緒にパソコン学習をしませんか。　料金：無料

パソコン教室「表を使った文書をワードで自在に作る」　

9月18日  18:30～20:30

「表の挿入方法」から「行・列の追加・削除」や「セルの結合・分割方法」を学びま

す。　定員：先着8人　料金：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：9月13日まで電話で申し込み

古川総合スポーツ大会　 古川総合体育館  24-0511

対象：古川地域に住んでいる人、古川地域に勤務や通学している人

料金：一人一種目100円

野球　日時：10月14日  9 :00～　場所：諏訪公園野球場　種目：40歳以上

の部、少年野球の部　申込：40歳以上の部は大会当日に会場で受け付け（少年

野球の部は事前に野球協会から各チームに連絡）

グラウンドゴルフ　日時：10月21日   9 :00～  場所：諏訪公園野球場　種

目：一般の部個人戦　申込：10月1日13:00～13:30 に古川総合体育館に来館

して申し込み

ソフトテニス　日時：10月26日  8:30～　※雨天の場合は10月27日に

延期　場所：松山B&Gテニスコート　種目：ダブルス、中学生男・女、小学生男・

女　申込：1 0月10日までソフトテニス協会事務局（22-0755）に申し込

み

古川総合体育館・市民プールのスポーツ教室

古川総合体育館の教室　 古川総合体育館  24-0511

初心者太極拳教室　日時：10月2日～12月18日までの水曜日（全10回）

13:00～14:45　対象：未経験者、初心者　定員：先着20人　料金：8,000円（10回

分）

市民プール・アクアパルの教室　 アクア・パル  24-5000

アクア・パルの施設無料開放

敬老の日、65歳以上の人は、無料で施設を利用できます。

日時：9月16日　10:00～21:00　対象：65歳以上（65歳未満は通常料金）

※当日は、運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。

高齢者のための認知症予防講座

介護予防運動指導員による認知症予防講座です。物忘れと認知症の違いを説明

し、簡単な予防運動を紹介します。認知症を予防するために今からできること

を始めてみませんか。

日時：10月24日　10:30～11:30　対象：65歳以上　定員：先着25 人　料金：

施設利用料　申込：前日までに電話で申し込み

※詳しくはお問い合わせください。

9月の巡回　移動図書館車「きらり号」　 図書館 22-0002　

4日・

18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）

6日・

20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）

11日・

25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）

12日・

26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）

13日・

27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）

10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。

じどうかんであそぼう

期日 場所 内容

9月 9日
古川中央児童館

（23-0430）
秋・みーつ
けた

9月10日
古川稲葉児童セン
ター（24-8513）

エンジョイ
スポーツ

9月13日
古川大宮児童セン
ター（23-1120）

こねこね
遊び

9月18日
古川南児童セン
ター（22-3610）

アート制作

9月24日
古川東児童セン
ター（23-1055）

みんなであ
そぼう！

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

申込　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

親学びサロン

　ワークショップやおもちゃ作りを通

して、親子の関わり方や子育ての悩み

を解決するヒントを得ませんか。

日時 場所

9月25日 10:00～12:00 図書館

9月26日 10:00～12:00 鳴子公民館

9月27日 10:00～12:00 岩出山公民館

対象　0歳児～小学生の保護者

定員　各会場20人程度

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

わんぱくタイム

日時　9月18日　10時～12時

場所　鳴子川渡児童館

内容　よういドン！うんどうかい

対象　就学前の幼児と保護者

料金　100円

持ち物　飲み物、着替え、帽子、タオル

申込　9月11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　9月12日　10時～11時30分

場所　鹿島台中央児童館

内容　車を作ろう！

対象　就学前の幼児と保護者

 鹿島台中央児童館  56-4672

鹿島台秋互市の新規出店者を
募集します

　鹿島台秋互市の新規出店者（露店）を

募集します。

日時　11月10日～12日　9時～

16時

募集期間　9月2日～30日

場所　鹿島台昭和通り（鹿島台総合支

所からJR鹿島台駅までの区間）

募集区画　10小間程度

料金　市内在住の人：1 小間8,000円、

市外在住の人：1小間9,000円（出店料）

その他　道路使用許可申請料または私

有地借り上げ料として、1小間2,300円

が別途必要

申込　鹿島台互市運営委員会事務局に

電話で申し込み

※前回（春互市）の出店者には、別途出

店案内をします。

 鹿島台互市運営委員会事務局

 56-5520

自衛官などを募集します

　申し込み方法など、詳しくはお問い

合わせください。

防衛大学校学生（一般・総合選抜・推薦）

受験資格　一般・総合選抜：令和2年4月

1日現在18歳以上21歳未満で高等学校卒

業者、または高等専門学校3年次修了者

（令和2年3月卒業・修了見込みを含む）　

推薦：一般の受験資格に加え、高等学

校などが推薦する人

区分 1次試験日 2次試験日

推薦
9月28日

・29日

総合選抜 9月28日
11月2日

・3日

一般
11月 9日

・10日
12月10日

～14日

受付期間　推薦・総合選抜：9月5日

～9日、一般：9月5日～30日

防衛医科大学校（医学科・看護学科）

受験資格　令和2年4月1日現在、18歳

以上21歳未満で高等学校卒業者、また

は高等専門学校3年次修了者（令和2年

3月卒業・修了見込みを含む）

区分 1次試験日 2次試験日

医学科
10月26日

・27日
12月11日

～13日

看護学科 10月19日
11月30日、
12月 1日

受付期間　9月5日～30日

 自衛隊宮城地方協力本部大崎地域

　 事務所 23-1178

国際協力機構のボランティ
アを募集します

　独立行政法人国際協力機構（JICA）

では、ボランティアを募集しています。

申し込み方法や説明会など、詳しく

はJICA 東北ウェブサイト（https ://

www.j ica .go . jp/tohoku/）で確認す

るか、お問い合わせください。

期間　9月29日まで

対象　日本国籍を持つ昭和24年10月

5日～平成12年4月2日生まれの人

説明会

日時　9 月 7 日　14時～16時、9月

13日　19時～21時

場所　JICA東北（仙台市青葉区）

※説明会の申し込みは不要です。詳し

　くはお問い合わせください。

 J ICA東北  022-223-4772

大崎ハロウィン＆コスプレフェ
スティバル参加者を募集します

日時　10月20日　10時～16時30分

場所　古川中心商店街など

内容　商店街パレード、スタンプラ

リー、インスタグラムコスチュームコ

ンテスト、コスプレ交流会など

料金　個人参加：700円、団体参加（20人

以上）：1人500円

申込　10月10日まで公式ウェブサ

イ ト（https://osaki-cosplay.com）ま

たは電話で申し込み

 大崎まちなかチャレンジプロジェクト

事務局エブリーおおさき 87-3533

健康と福祉のつどいの参加団
体を募集します

　自分たちの健康づくり活動の発表を

してみませんか。

日時　10月20日　13時～13時50分

場所　古川保健福祉プラザ（fプラザ）

内容　体を動かすことに関する15分

程度の活動発表

定員　先着3団体

料金　資料などの経費は参加団体負担

申込　9月6日17時まで電話で申し

込み

 健康推進課保健・地域医療担当

 23-5311

子育て支援

募集




