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今月のお知らせ

広報おおさき　2019年 6月号 広報おおさき　2019年 6月号

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3回J
ジ バ ー ト

I BART展

日時　6月4日～10日  10時～17時

（初日は13時から、最終日は15時まで）

内容　油絵、彫刻、オブジェなど

オープン・アトリエ2019　公開ス

ケッチ「人物を描く」  

日時　6月8日・9日 10時～15時

内容　美術モデルのスケッチへの自由

参加

持ち物　画材、イーゼル（持っている

人）

アトリエ信乃「古布絵作品展」  

日時　6月13日～16日　9時30分

～17時（初日は13時から、最終日は16時

まで）

内容　古布絵

第17回きが～るアートDo絵画展 

日時　6月18日～24日　10時～

17時（初日は正午から、最終日は15時

まで）

内容　絵画（油彩）

腎臓移植45年「加納鳴鳳書展」  

日時　6月27日～30日　10時～

17時

内容　書作品

 大崎市民ギャラリー（緒絶の館）  

21-1466

盆
ぼんせき

石と抹茶を楽しむ会

　手ぶらで本格的な盆石の作品を制

作してみませんか。抹茶とお菓子の提

供もあります。

日時　6月23日　10時～10時40分、

10時40分～11時20分、11時20分～12時

場所　祥雲閣

定員　各回先着6人（計18人）

料金　700円（お茶・菓子と記念品代）

申込　6 月3日9時以降に電話で申

し込み

 大崎市民会館  22-2649

紅茶ワークショップ

　三大銘茶といわれる3種類の紅茶を

飲み比べ、お茶の個性を学びます。

日時　6月15日　14時～15時30分、

6 月16日　10時30分～12時

※両日同じ内容です。

場所　感覚ミュージアム

定員　各先着8人

料金　1,500円（お菓子付き）

申込　6月12日まで電話で申し込み

 感覚ミュージアム 72-5588

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

熟睡まつり「熟睡プラ寝たリウム」

　満天の星や星座の話、心地よい音楽

で、ぐっすりと休むぜいたくなひとと

きを過ごしませんか。

日時　6月30日　15時～16時30分

（14時から受付）

定員　先着100人

料金　大人600円、高校生300人、小中

学生200円（大崎ゆめっこパスポート

で無料）

第49回彗星会議 in 大崎　招待講演

大崎生涯学習センター天文講演会

　全国の彗星研究家やアマチュア天文

家が一堂に会する研究会「彗星会議」

が大崎で開催されます。

日時　6月15日　14時～16時

内容　講演「私が出会った彗星たち～

夜を楽しく～」、研究発表など

講師　小石川正弘 氏（元仙台市天文台

職員）

定員　先着336人

申込　電話または直接来館で申し込み

※詳細はウェブサイト（https://sites.

google.com/view/cometobserve/

cometconference2019）を確認し

てください。

 大崎生涯学習センター（パレットお

　 おさき）  91-8611

吉野作造記念館の催し

あなたを、忘れない こころをむすぶ

コンサート（東日本大震災復興支援）

日時　6月29日・30日　14時

場所　吉野作造記念館

内容　6月29日：親子向け、6月30日

：一般向け

定員　各先着220人

出演　土田英順 氏（チェリスト）、北矢

由美 氏（ピアニスト）

料金　高校生以上：500 円、中学生以

下：無料

申込　6月1日から吉野作造記念館

で前売券を受け取り

臨時休館日

　資料整理のため休館日となります。

日時　6月4日

 吉野作造記念館　23-7100

おおさき食楽まつり2019

　初夏の鳴子峡で、市内や三陸沿岸な

どのおいしい海の幸・山の幸を存分に

味わいましょう。当日は、鳴子温泉駅

から無料シャトルバスを運行します。

日時　6月15日・16日　10時30分

～15時

場所　鳴子峡レストハウス特設会場

※例年、駐車場が大変混雑します。遠く

の駐車場へ案内するなどの不便をお

かけしますが、協力をお願いします。

 食楽まつり実行委員会事務局 

　　　　　　　　　090-4636-3899

いちのくら微生物林間学校

日時　7月26日　9時～16時

場所　株式会社一ノ蔵

内容　パン作り体験、微生物の話など

対象　小学5・6年生

定員　36人（定員を超える場合は抽選）

料金　1,000円（昼食代、保険料含む）

申込　6 月26日まで、はがきか封書

に住所・氏名（ふりがな）・性別・生年月

日・電話番号・保護者の承諾書（氏名・

印）を記入し、株式会社一ノ蔵（松山千

石字大欅14）に郵送（当日消印有効）　

 株式会社一ノ蔵・いちのくら微生物

　 林間学校実行委員会  55-3322

第6回おおさきはしご酒ラリー

日時　7月13日　19時～21時

内容　20歳以上の人で、指定された古

川地域飲食店4軒をまわる

定員　先着100組（3人1 組）

料金　前売参加券1組（3人）10,500円

申込　6月17日10時か ら古川東大

崎地区公民館で販売する前売参加券を

購入（販売は平日のみ19時まで）

※当日券の販売は行いません。

 東大崎はしご酒ラリー実行委員会

　 事務局  26-4224

みみサポサロン

　手話通訳や筆談など、安心できるコ

ミュニケーション手段で対応します。

おしゃべりや情報交換しませんか。

日時　6月24日　13時～15時

場所　市役所北会議室 2階

内容　聴覚障がい者向け日常生活用具

の展示、福祉制度のレクチャーなど

対象　聴覚に障がいのある人やその家

族、手話サークルの人や聴覚障がい者

支援に関心のある人

 県聴覚障害者情報センター

 022-393-5501 022-393-5502

シルバー事業の入会説明会

日時 場所

6月 7日  10:00～ 三本木公民館

6月10日  10:00～ 沼部公民館

対象　市内に住む、健康で働く意欲の

ある60歳以上の人

 大崎市シルバー人材センター　

　　　　　　　　　　　　　22-3138

リサイクルデザイン工房の講
座・体験教室

共通事項

場所　リサイクルデザイン展示館

申込　6月1日以降に電話で申し込み

木工細工体験6日間コース

期日（全6回） 制作内容

6月13日 木製 はし

6月15日 木製 スプーン

6月20日 一枚板の額縁

6月22日 経木を使ったあんどん

6月27日 木の標本

6月29日 イス

時間　10時～15時

定員　先着5人

料金　各回700円（全6回4,200円）

持ち物　上靴、エプロン、昼食

木工糸のこ体験教室（魚つりセット

つくり）

日時　6月19日　10時～12時、13時

～15時

定員　先着各5人

料金　700円

持ち物　上靴

裂き織り体験教室（タペストリー）

日時　7月6日　10時～12時、13時

～15時

定員　各先着5人

料金　1,200円

持ち物　上靴

 リサイクルデザイン展示館 24-5275

農産加工開放講座「梅干し・
シソ巻き揚げづくり」

　大崎市産の梅を使った梅干しとシソ

巻き揚げを作りませんか。

日時　7月16日　9時30分～13時

場所　古川農村環境改善センター

定員　25人（応募多数の場合抽選）

料金　2,000円

持ち物　エプロン、三角巾、梅干し 2kg

を漬け込む容器（金属製以外のもの）

申込　7月1日まで、往復はがきに住

所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号を

記入し、社会福祉法人大崎市社会福祉

協議会古川支所（古川三日町2-5-1）に

郵送で申し込み（必着）

※応募者1人につき1枚のはがきで応

募してください。

 社会福祉法人大崎市社会福祉協議

　 会古川支所  23-7400

安全運転者研修会

　交通安全への意識を高めませんか。

日時　6 月14日・20日　19時～

20時（各1 回）

場所　古川保健福祉プラザ（fプラザ）

内容　古川警察署の交通安全講話など

 古川地区交通安全協会事務局  

24-4585

松山高校みやぎ県民大学開放
講座

日時　6月29日、7月6日・13日

9時30分～12時30分（全3回）

場所　松山高等学校

内容　被服・保育・調理コースの体験

対象　中学生以上

定員　先着30人

料金　1,000円（材料代）

申込　6 月24日まで、はがきかファ

クス（住所・氏名・電話番号を明記）で松

山高等学校（松山千石字松山1-1）に申

し込み

 松山高等学校 55-2313  55-2314

催し

6月の巡回　移動図書館車「きらり号」　 図書館 22-0002　

5日・

19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）

7日・

21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）

12日・

26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）

13日・

27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）

14日・

28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）

4日・

18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。

講座

 


