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6 健康管理センター期間限定
メニューの実施

　大崎市民病院健康管理センターで
は、期間限定で割引料金での健診を実
施します。
　詳しくは、健康管理センターウェブ
サイトを確認してください。
予約受付開始日　10月1日㈮
予約受付時間　8時30分～16時（土
曜・日曜日、祝日、年末年始を除く）
場所　大崎市民病院健康管理センター

（古川千手寺町ニ丁目3番15号）
内容　人間ドックやMRIなどを使用
した脳ドック、脳頸部ドック
料金　人間ドック：3万円、脳ドック：
1万5千円、脳頸部ドッグ：2万円（い
ずれも税込み）
持ち物　健康保険証、健診申込書類
※健診申込書類は、予約後に郵送します。
申込　10月1日㈮以降、電話で申し
込み

問 健康管理センター管理課
  ☎23-3471

6 難聴者等トータルコミュニケ
ーション教室

　難聴者や中途失聴者、その家族など
を対象に、より良いコミュニケーショ
ンを楽しむための、さまざまな手段を
学びます。
日時　11月13日㈯　10時～12時
場所　栗原市市民活動支援センター

（栗原市築館伊豆二丁目6番1号）
内容　講話「聞こえにくいということ・
補聴器のリハビリについて」、交流会
講師　宮城県言語聴覚士会 高卓輝 氏
※要約筆記（文字通訳）がつきます。
対象　難聴者・中途失聴者やその家族
など
定員　15人
申込　事前に電話または、希望日・氏
名・連絡先を記入したファクスで申し
込み
問 宮城県聴覚障害者情報センター

☎022-393-5501
 FAX022-393-5502

3 吉野作造記念館の催し
■絵本「ケロッキーブーとおおきなあ
な」原画展
　動物たちが暮らす森で見つけた大き
な穴をめぐる物語。
期間　10月5日㈫～17日㈰
■チャリティ展覧会
　「わたしに元気をくれるもの」をテー
マに、市内の小中学校、高校、支援学校
から応募があった作品を展示します。
期間　10月30日㈯～11月28日㈰
■東北文化の日入館料割引DAY
　東北文化の日により、通常入館料が
割引料金になります。
期間　10月30日㈯、31日㈰
料金　大人260円、高校生160円、小中
学生80円
問 吉野作造記念館 ☎23-7100

3 大崎地域職業訓練センター
の講座

■管理・監督者訓練「人との接し方」
　人間関係を円滑にし、問題発生を予
防、迅速に解決する方法を習得します。
日時　11月16日㈫　13時30分～16時
30分、17日㈬　9時～17時（2日間）
場所　大崎地域職業訓練センター
対象　在職中の雇用保険被保険者
定員　10人
料金　11,500円（テキスト代込み）
申込期限　11月5日㈮
問 大崎地域職業訓練センター

 ☎22-1509 FAX21-9550

3 大崎市誕生15周年記念 大崎市民憲
章書道コンクール入選作品の展示

　市内小中学生を対象に開催した大崎
市民憲章書道コンクールの入選作品を
展示します。大崎市民憲章は、大崎市に
住む全ての市民の基本的な規範、指針
となる宣言です。

期間 場所
10月14日㈭～20日
㈬（初日は正午から、
最終日は14時まで）

図書館（来楽里
ホール）

10月25日㈪～11月
1日㈪（初日は正午か
ら、最終日は14時ま
で）

JR古川駅

問 まちづくり推進課地域自治・NPO
担当 ☎23-5069

3 岩出山体育センターの催し
■秋深まる禿岳の紅葉狩り
日時　10月16日㈯　 8 時30分～16
時30分
料金　大人500円
■秋の釜房湖畔を歩くノルディック
ウォーキング
日時　10月20日㈬　8時30分～16時
料金　大人1,000円
■共通項目
集合場所　岩出山体育センター
定員　先着25人
持ち物　昼食、飲み物、雨具、防虫スプレー
申込　10月1日㈮～7日㈭まで電話
で申し込み
問 岩出山体育センター  ☎72-1210

4 大崎地域広域行政事務組合
職員を募集します

■事務局職員（初級職）
　大崎地域広域行政事務組合事務局総
務課および大崎生涯学習センターで、
申込書一式を配布します。
　詳しくは、大崎地域広域行政事務組
合ホームページを確認してください。
職種　技術職
受験資格　昭和56年4月2日から平
成16年4月1日までに生まれた人
一次試験日　11月27日㈯
申込書配付・受付期間　10月1日㈮～
11月1日㈪（必着）　平日8時30分～
17時15分

問 大崎地域広域行政事務組合事務局
総務課人事厚生係 ☎23-5784

4 大崎市消防団新入団員を募
集しています

　大崎市消防団では、「自らの郷土は自
ら守る」という熱意のある人を募集し
ています。また、女性消防団員の募集も
行っています。
　詳しくは、市ウェブサイトを確認し
てください。
対象　市内に居住している18 歳以上
の健康な人

問 防災安全課消防担当 ☎23-5144

3 大崎生涯学習センター
（パレットおおさき）の催し

■星をみる会「月・木星・土星」
　天体望遠鏡で星を観察します。
日時　10月16日㈯　19時30分～20
時15分
定員　先着30人
※受け付けは19時～19時30分まで、

中学生以下は保護者同伴です。
■大人の天文塾
　参加者相互で交流し、星空について
学びませんか。子どもも参加できま
す。
日時　10月16日㈯  15時45分～16
時30分
申込　電話または直接来館し、申し込み
■こんなのやってるでショー「割り箸
鉄砲」
　身近な材料で作って遊びましょう。
日時　10月3日㈰、17日㈰  10時30分
～11時30分、13時～13時30分（1日2
回開催）
対象　中学生以下の子ども
※未就学児は保護者同伴です。
問 大崎生涯学習センター（パレットお
　 おさき）  ☎91-8611

3 女性活躍ネットワーク事業セミナー
～この地域で自分らしく生きたい～

　「これから何かを始めたい」「社会と
のつながりを持ちたい」と考えている
女性、その女性を応援したい人、子育
て中の女性など、前向きになれるセミ
ナーです。
日時　10月26日㈫　10時～12時
場所　図書館（来楽里ホール）
内容　講話・ワークショップ
講師　萩原なつ子 氏（立教大学大学院
教授）
対象　大崎圏域内・栗原市に居住、また
は通勤・通学している人
定員　先着30人
申込　10月19日㈫まで電話、または
氏名・住所・電話番号を記入したファク
スや申し込みフォームで申し込み

問 特定非営利活動法人おおさき地域創
造研究会 ☎25-9956 FAX25-9958

5 10月は児童手当の支給月です
　令和3年6月から9月までの4カ月
分の手当を支給します。
　現況届などの必要な手続きが済んで
いない人には支給されません。早めに
手続きをしてください。
　支給対象の人には、令和4年6月支
払いまでの支給額や、支給日が記載さ
れた年次支払通知を送付します。
支給日　10月8日㈮
※振込時間は金融機関によって異なり

ます。
問 子育て支援課子ども給付担当

☎23-6045
　 各総合支所市民福祉課

5 わんぱくタイム
日時　10月20日㈬　10時～12時
場所　鳴子川渡児童館
内容　親子で遠足
対象　就学前の子どもと保護者
持ち物　飲み物、帽子、タオル、着替え
など
申込　10月13日㈬まで電話で申し込み
問 鳴子川渡児童館  ☎ 84-7424

5 じどうかんであそぼう

期日 場所・申込先 内容

10月14日㈭
古川大宮児童セ
ンター

（☎23-1120）

ちびっこオ
リンピック

10月15日㈮ 古川中央児童館
（☎23-0430）

スポーツを
しよう！

10月19日㈫
古川稲葉児童セ
ンター

（☎24-8513）

からだをう
ごかそう

10月20日㈬
古川南児童セン
ター

（☎22-3610）

ダンボール
あそび

10月21日㈭
古川東児童セン
ター

（☎23-1055）

ハッピーハ
ロウィン

時間　10時30分～11時30分
対象　就学前の子どもと保護者
※新型コロナウイルス感染症予防のた

め、マスクの着用に協力ください。
申込　事前に電話で申し込み（先着順・
定員になり次第締め切り）
問 各児童館・児童センター　

▶大崎地域広域行政
事務組合QRコード

▶市ウェブサイト
QRコード

4 大崎市誕生15 周年記念事業 大崎市
民憲章フォトコンテスト作品募集

　県内の高校生を対象に、市内で撮影
された、大崎市民憲章の文面から連想
される景色や人物、物の写真を募集し
ます。詳しくは、市ウェブサイトを確認
してください。
応募期限　12月24日㈮　17時15分
必着
応募方法　撮影した写真を六つ切りサ
イズまたはA4サイズでプリントし、
名札・提出用名簿と共にまちづくり推
進課（989-6188古川七日町1番1号）
へ郵送または持参
※作品は未発表のものに限ります。

問 まちづくり推進課地域自治・NPO
担当 ☎23-5069

5 入学に必要な学用品の費用
を援助します

　経済的な理由で小中学校の教育費に
困っている家庭に対し、ランドセルや
制服などの「新入学用品費」を、入学前
の3月に支給します。
　詳しくは、市ウェブサイトを確認し
てください。
申込　新小学1年生は令和4年1月
14日㈮まで、就学時健診で配布する就
学援助認定申請書と必要書類を、学校
教育課（989-6492岩出山字船場21）
に持参か郵送（必着）で申し込み
※新中学1年生（現小学6年生）は、令

和4年2月1日時点で就学援助が認
定されている人に対し、令和4年3
月に通知しますので、内容を確認し
てください。

問 学校教育課学事担当 ☎72-5033

5 みんなともだちの日
日時　10月14日㈭　10時～11時
場所　古川西保育所
内容　運動遊びをしよう
対象　就学前の子どもと保護者
定員　3組
持ち物　飲み物、着替え、帽子
申込　10月5日㈫まで電話で申し込み
問 古川西保育所  ☎22-0983

▶大崎市民病院健康管
理センターウェブサ
イトQRコード

▶市ウェブサイト
QRコード

▶申し込みフォーム
QRコード

4募集　　5子育て支援　　6健康 3催し・講座　　4募集
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