
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮくらしの情報 暮らしを豊かにする情報がみつかる

広報おおさき　2022年 3月号広報おおさき　2022年 3月号 広報おおさき　令和4年 3月号広報おおさき　令和4年 3月号

4 吉野作造記念館の催し
■企画展「公文書で見る明治時代のみ
やぎ」
　公文書の記録から浮かび上がる明治
時代の宮城の歩みを探ってみましょ
う。期間中は記念講演会も開催します。
日時　3月13日㈰～4月24日㈰　
9時～17時
料金　一般500円
記念講演会　4月16日㈯　14時～16
時、演題：「公文書の意義と公文書館の
役割～公文書をめぐるこれまでとこれ
から～」、講師：加藤 諭

さとし
 氏（東北大学史

料館准教授）
申込　記念講演会は電話で申し込み
■講座「吉野作造の元に集う人びと～
雑誌『新人』から新人会へ」
日時　3 月13日㈰、27日㈰　14時～
16時
講師　後藤彰

あきのぶ
信 氏（柴田町文化財保護

委員）
料金　一般500円
申込　電話で申し込み　
■絵本「ケロッキーブーとおおきなあ
な」パネル展
　図書館（来楽里ホール）でパネル展を
開催します。期間中はおはなし会も開
催します。
日時　3月18日㈮～4月14日㈭　
9時30分～17時
おはなし会　3月26日㈯　午前の部
11時 ～11時30分、午 後 の 部13時 ～
13時30分

問 吉野作造記念館 ☎23-7100

3 小中学校・義務教育学校の常
勤・非常勤講師を募集します

　詳しくは、問い合わせください。
募集資格　教員免許を有する人
募集期間　随時
給与　常勤：月額21万6112円～　非常
勤：1時間当たり3360円（時給）
勤務場所　大崎市・栗原市・色麻町・加
美町・涌谷町・美里町の小中学校・義務
教育学校
※勤務時間や勤務内容などは、面接に

より決定します。
申込　電話で申し込み
問 県北部教育事務所教育学事班

☎91-0739

3 県立古川支援学校の看護師・
調理員を募集します

　勤務時間や勤務内容など、詳しくは
問い合わせください。
募集資格　看護師の場合、看護師また
は准看護師資格を有する人
※調理員の場合は、資格は不要です。
募集期間　随時
給与　看護師：1 時間当たり1647円

（時給）　調理員：1 時間当たり867
円～（時給）　
問 県立古川支援学校  ☎26-2338

3 令和4年度認定職業訓練 生
徒募集 申し込み期限の延長

　申し込み期限を3月31日㈭まで延
長します。申し込み方法など、詳しくは
問い合わせください。
■木造建築科（建築大工）
　塑

そ せ い
性加工科（建築板金）

募集人数　各5人
対象　建築関連事業所に現在勤務して
いるか、令和4年4月就職予定の人で、
雇用保険加入者または労災保険特別加
入者
訓練期間　3年（年間50日の授業）
授業料　月額7200円（入校金は別）
問 大崎地域高等職業訓練校

  ☎22-1509  FAX21-9550

4 男女共同参画セミナー「リプロ
ダクティブ・ヘルス/ライツ」

　男女の身体的性差への理解を進める
ため、大崎市医師会附属高等看護学校
の特別講義として行います。
日時　3月10日㈭　19時10分～20
時30分
場所　大崎市医師会3階
演題　「かけがえのない命・人生～ワタ
シもアナタも大切に～」
講師　岡村智佳子 氏（中川記念 ちか
子女性クリニック院長）
内容　❶女性の体とホルモン❷月経の
トラブルと対処方法❸女性の健康とラ
イフイベント
対象　市内に在住または通勤・通学し
ている人
定員　先着10人
申込　3 月 8 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 かEメ ー ル（machi@city.osaki.
miyagi.jp）で申し込み
■用語解説
　リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
は、「性と生殖に関する健康と権利」と
訳されます。自分の性のことや子ども
を持つかどうか、いつ、何人産むかな
ど、身体的・精神的・社会的に完全に良
好な状態にあって、自分自身で自由に
責任を持って決められる権利のことで
す。
問 まちづくり推進課男女共同参画推 
　 進室  ☎23-2103 FAX23-2427

5 オストメイト相談会
　オストメイト（人工肛門・人工膀胱）
の人の手術後のケアや日常生活などの
相談会を実施します。
日時　3月5日㈯　13時30分～16時
場所　登米市迫公民館（登米市迫町佐
沼字中江2-6-1）
講師　浅田祥

しょうこ
子 氏（栗原市立栗原中央

病院 皮膚排泄ケア認定看護師）
対象　県内のオストメイト保有者、ま
たはその家族など
問 公益社団法人日本オストミー協会

宮城県支部  ☎080-5567-3348

4 大崎生涯学習センター（パ
レットおおさき）の催し

■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　3月5日㈯　15時45分～16時
30分(受け付けは15時30分～)
■星をみる会「冬の大三角」
　天体望遠鏡で季節の星や天体を観望
します。
日時　3月5日㈯　19時30分～20時
15分(受け付けは19時～19時30分)
定員　先着30人
※中学生以下は保護者同伴です。
■こんなのやってるでショー「コロコ
ロ転がる紙コップ」
　身近な材料で作って遊びましょう。
日時　3月6日㈰、20日㈰　10時30
分～11時30分、13時～13時30分
対象　中学生以下
※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

4 発掘調査成果展～田尻中央・江
合左岸地区調査成果について～

　21年間に及ぶ田尻・古川地域の県営
ほ場整備事業に係る発掘調査成果につ
いて、パネルや出土遺物を展示し、一般
公開します。
日時　3月27日㈰まで　9時～16時
場所　田尻総合支所情報発信コーナー

問 文化財課調査担当  ☎72-5036

3 市民農園利用者募集
　市民農園を利用して、野菜などを育
ててみませんか。
■チェリーファーム（古川地域）
場所　古川桜ノ目字鹿島地内
貸出区画　10区画程度（1区画約33平
方メートル）
貸出期間　4月～12月
料金　1区画5千円
対象　市民
付帯設備　給水設備、貸出用農機具（全
て無料）、堆肥、トイレ、休憩所、駐車場
など
申込　チェリーファーム管理組合まで
電話（☎28-3343）で申し込み
■上古川ふれあい農園（古川地域）
場所　古川字上古川屋敷13
貸出区画　15区画程度（1区画約33平
方メートル）
貸出期間　4月～12月
料金　1区画5千円
対象　市民
付帯設備　給水設備、貸出用農機具（全
て無料）、トイレ、休憩所、駐車場など
申込　上古川ふれあい農園管理組合ま
で電話（☎22-3547）で申し込み
■真山ふるさと交流農園（岩出山地域）
場所　岩出山上真山下外道13-2（真山
地区公民館隣接地）
貸出区画　45区画程度（1区画約50平
方メートル）
※1人2区画まで利用可能です。
貸出期間　4月～令和5年2月
料金　1区画5千円
対象　市内外問わず、日常管理ができ
る人
付帯設備　給水設備、貸出用農機具（一
部有料）、トイレ、駐車場など
申込　真山地区公民館まで電話（☎
77-2567）で申し込み
問 農林振興課農業経営・水田農業担当  

☎23-7090

3 市内の野球場に広告を募集
します

　諏訪公園野球場、松山野球場、三本木
野球場、鹿島台中央野球場に設置する
企業などの広告を募集します。
掲載期間　原則一年度ごと（年度途中
の場合は年度末まで）で最大5年間
掲載場所　野球場外野フェンス
掲載区画　一球場当たり20区画（連続
する複数の区画利用可）
※標準的な区画は縦1メートル、横6

メートルで、球場ごとに多少異なり
ます。

広告物の仕様　再剥
はく

離タイプのシー
ル状のものとし、直射日光や風雨に
よって急激に色あせたりしないこと
※野球場によって仕様を指定します。
掲載料　年間1平方メートル当たり
８千円（1区間４万８千円）、広告の
作成費用などは広告主が負担
申込　生涯学習課で配布する申込
書に必要事項を記入し、3月18日㈮
までに生涯学習課へ持参、またはE
メ ー ル（ed-shogaku@city.osaki.
miyagi.jp）、フ ァ ク ス、郵 送（989-
6492 岩出山字船場21）のいずれかで
申し込み
※申込書は市ウェブサイトから入手

することができます。

問 生涯学習課総務担当  ☎72-5035

4 リサイクルデザイン体験教室
　木工時計をつくりませんか。
日時　3月12日㈯  10時～15時
場所　リサイクルデザイン展示館
定員　7人
料金　千円（機材代 別途必要）
持ち物　上靴、エプロン、昼食
申込　3月1日㈫から電話で申し込み
問 リサイクルデザイン展示館

 ☎24-5275
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