今回の表紙は、平成３０年度新規採用職員の
みなさんです！！
平成３０年４月１日付けで消防職員が ８ 名、
事務局職員が５名採用されました。

がんばれフレッシュマン!!

■平成３０年度予算報告・・・・・・・Ｐ２～Ｐ３

大崎広域消防本部
マスコットキャラクター
「らいすくん」

■議会情報・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
■環境衛生情報・・・・・・・・・・・Ｐ５
■ほなみ園情報、総務情報・・・・・・Ｐ６
■消防情報・・・・・・・・・・・・・Ｐ７～Ｐ１０
■パレットおおさきinformation ・ ・ ・Ｐ１０～Ｐ１２

2018.5.1

№128

平成

134億6,323万円

年度

30

組合債 197,100千円（1.5％）
繰入金 58,677千円（0.4％）
繰越金 36,000千円（0.3％）
財産収入 19,111千円（0.1％）
県支出金 16,580千円（0.1％）
寄附金 1千円（0.0％）

諸収入
207,910千円（1.6％）
使用料及び手数料
279,854千円（2.1％）
国庫支出金
1,041,385千円（7.7％）

13,463,230
分担金及び負担金
11,606,612千円
（86.2％）

113,720千円（0.8％）

教育費

150,636千円（1.1％）

総務費

209,524千円（1.5％）

公債費

480,299千円（3.6％）

予備費
11,500千円
（0.1％）

積立金
9,418千円
（0.1％）

補助費等
26,615千円
（0.2％）
公債費
480,299千円
（3.6％）

予備費
11,500千円
（0.1％）

30

消防費
5,246,493千円
（39.0％）

普通建設事業費
7,059,546千円
（52.4％）

物件費等
2,879,307千円
（21.4％）

平成 年度の予算と組合の
主要事業のあらましについて
お知らせします。

民生費

議会費
21,436千円
（0.2％）

13,463,230

衛生費
7,229,622千円
（53.7％）

平成30年度構成市町負担金（一般会計）

人件費
2,996,545千円
（22.2％）

大 崎 市

6,023,946千円（65.5％）

色 麻 町

298,762千円 （3.3％）

加 美 町

1,005,711千円（10.9％）

涌 谷 町

785,298千円 （8.5％）

美 里 町

1,086,974千円（11.8％）
※震災復興特別交付税負担金を除く。

廃棄物処理については、３Ｒを推
進し、ごみ減量化に努めてまいりま
した。特に、平成 年度より構成市
町庁舎や圏域内のスーパーなどの協
力店舗に回収ボックスを設置して行
っている「小型家電回収」や、色麻
町・加美町をモデル地区とし、「雑
がみ分別回収」に取り組んでおり、
これらの実績等を構成市町と検証し
てまいりました。
この検証を踏まえて、「小型家電
回収」については、平成 年度に集
積所専用回収ボックスを購入し、圏
域住民への周知活動を行いながら、
平成 年度から、大崎圏域全域の集
積所に拡大して実施してまいります。
また、（仮称）大崎広域新リサイ
クルセンターの平成 年４月供用開
始に併せて収集品目の変更を行い、
これまで別々に回収していた「プラ
スチック製容器」と「白色トレイ」
の２品目を合わせ「プラスチック製
容器」に統一し、「紙製容器」と
「雑がみ」についても「その他紙」
として統一いたします。
その準備として、平成 年度を圏
域住民への周知期間とし、構成市町
と協力しながらＰＲ活動を進めてい
き、現在行っている小型家電回収ボ
ックスの設置数も増やしながら、資
源化率の向上に努めてまいります。
斎場整備事業については、これま
で、新斎場建設候補地選定等業務の
評価結果順位を基に、候補地周辺及
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ころであります。
び旧町単位の区長会に対し、整備事
今後の工程といたしましては、６
業の説明会等を開催し、御理解と御
月に訓練棟及び車庫兼防災倉庫が完
協力が得られるよう進めてまいりま
成するほか、庁舎棟についても８月
したが、いまだ用地確保には至って
末に上棟し、 月に受電できる見込
おりません。候補地の状況や地域の
みであり、試運転・調整、外構工事
皆様の多様な意見がありますが、候
を経て、来年３月 日に建物の引渡
補地の決定時期に遅れが懸念されま
しを受ける予定であります。
す。引き続き候補地早期確定に向け
また、新消防本部庁舎の建設工事
丁寧な説明を行ってまいります。
に併せて整備をする通信指令センタ
西地区熱回収施設等整備事業につ
ーについては、１１９番緊急通報の
いては、現在、管理棟及び工場棟の
受付や、災害出動指令業務を現庁舎
基礎工事を進めており、平成 年度
で継続しながら、「通信指令システ
からは、躯体工事、プラント工事、
ム」と「消防救急デジタル無線装置」
仕上げ工事を順次進め、平成 年４
を新設いたします。
月の供用開始に向けて細心の注意を
引き続き、周辺の生活環境に十分
払いながら事業を推進してまいりま
配慮しながら、事故の無いよう安全
す。
管理を徹底するとともに、平成 年
また、熱回収施設（ごみ処理施
４月の供用開始に向けて、適切な進
設）の発注支援業務であります西地
捗管理のもと事業を進めてまいりま
区熱回収施設整備・運営に係るアド
す。
バイザリー業務を平成 年 月に契
約締結し、平成 年４月には学識経
験者を中心とした事業者選定委員会
平成 年４月施行の改正障害者総
を設置し、熱回収施設（ごみ処理施
合支援法及び児童福祉法では、障害
設）建設に向けて施設整備・運営事
業者の選定協議を進めてまいります。 児支援のニーズの多様化へのきめ細
やかな対応、特に医療的ケアが適切
さらに、大崎広域西地区熱回収施設
に受けられるための推進や障害児福
整備等・周辺環境整備推進協議会を
祉計画策定が位置付けられておりま
継続的に開催し、地域住民の方々と
す。
共存できる施設となるよう協議を重
その改正内容を踏まえ、医療的ケ
ねてまいります。
アを要する障害児に対する支援につ
いては、圏域住民からの強い要望が
あることから、構成市町の福祉担当
課及び大崎広域ほなみ園の間で課題
解決に向けて協議を進めてまいりま
した。
このほど方向性が定まり、平成
年度より、構成市町から医療的ケア
29
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を必要とする未就学児を受け入れる
●消防手数料
265万6千円
ため、大崎市が構成市町の代表とし
て国の補助事業である医療的ケア児
◆歳 出
支援促進モデル事業を導入し、大崎
議会費…組合議会に要する経費
広域ほなみ園が運営主体となり、受
総務費…総務・企画・監査に要する
託事業として実施してまいります。
経費及び大崎広域市町村圏計画に
大崎広域ほなみ園の定員数は 名
係る経費（市町振興費）
でありますが、新規事業であります
●総務管理費
医療的ケア児５名程度を受け入れし、
1億7，472万7千円
看護職員２名の常駐する中で療育指
●市町振興費 1，711万3千円
導と併せて対応してまいります。
民生費…福祉型児童発達支援センタ
多岐に渡る障害児との関わり合い
ー「ほなみ園」に要する経費
の中できめ細やかに対応するために、 ●児童福祉施設運営費
保護者のご理解とご協力のもとに、
1億622万円
これまで以上に構成市町と連携を密
衛生費…ごみ・し尿処理、斎場に要
に図りながら、より良いサービス提
する経費
供に努めてまいります。
●
衛
生
管
理
費
1億7，149万1千円
●斎場管理運営費
1億682万9千円
歳入歳出総額で134億6，32
●
ご
み
処
理
施
設管理運営費
3万円となり、前年度比 億1，7
億6，846万5千円
63万6千円（ ・0％）の増額と
●し尿処理施設管理運営費
なりました。これは、（仮称）大崎
8億8，238万7千円
広域新リサイクルセンター建設工事
消
防費…消防・救急業務に要する経
及び大崎広域消防本部・古川消防署
費
建設工事が本格化し、それに伴う普
●常備消防費
通建設事業費が大幅に増額となった
億6，858万8千円
ことが要因です。
●
消
防
施
設
費
億7，790万5千円
教育費…大崎生涯学習センター（パ
レットおおさき）に要する経費
●生涯学習振興費（プラネタリウム
・生涯学習推進事業等）
5，021万8千円
公債費…ごみ・し尿処理施設、消防
施設及び消防車両の整備等に充て
られた借入金に係る返済金
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◆歳 入
◇使用料及び手数料の主な内訳
●斎場使用料 2，922万7千円
●社会教育使用料 611万4千円
●じんかい処理手数料（ごみ処理関
係）
1億8，454万2千円
●衛生処理手数料（し尿処理関係）
5，519万円

60
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大崎広域消防本部・古川消防署建
設工事については、庁舎棟の免震工
事が完了し、１階躯体を施工中で、
訓練棟も順次、躯体工事を進めてお
り、２月末現在の実施出来高は パ
ーセントと、順調に進捗していると
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第５回組合議会（臨時会）

平成 年第１回組合議会（定例会）が、３月 日
に開催されました。
報告１件、議案８件が提出され、原案のとおり同
意・可決されました。

議案第３号 大崎地域広域行政事務組合個人情報保護
条例及び大崎地域広域行政事務組合情報公開条例の一部
を改正する条例
【原案可決】
個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、
これらの法律を引用している条例において所要の改正を
行うものです。
議案第４号 大崎地域広域行政事務組合特別職の職員
で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部
を改正する条例
【原案可決】
西地区熱回収施設整備・運営事業において事業者選定
委員会を設置することに伴い、学識経験者について報酬
と費用弁償を支給するために所要の改正を行うものです。

大崎地域広域行政事務組合財産の交換、

譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例
【原案可決】
地方自治法第２３８条の４の規定に基づき条文の整理
を行うとともに、自動販売機設置のため庁舎の使用許可
に伴う行政財産の目的外使用料を徴収するため所要の改
正を行うものです。

議案第７号 平成 年度大崎地域広域行政事務組合一
般会計補正予算（第３号）
【原案可決】
主に消防施設整備事業費及び新リサイクルセンター整
備事業費の確定に伴う減額などについて補正計上するも
のであり、歳入歳出それぞれ４億５千 万５千円を減額
し、予算総額を 億９千５４５万５千円とするものです。

議案第８号 平成 年度大崎地域広域行政事務組合一
般会計予算
【原案可決】
主に（仮称）大崎広域新リサイクルセンターの建設費
や消防本部庁舎建設用地の購入及び庁舎建設などの予算
を計上しており、歳入歳出予算総額を１３４億６千３２
３万円とするものです。

91
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議案第５号 大崎地域広域行政事務組合手数料条例の
一部を改正する条例
【原案可決】
総務省の地方公共団体の手数料の標準に関する政令が
施行されたことに伴い、対象となる消防関係手数料の改
定を行うものです。
議案第６号

29

30

30

平成 年第５回組合議会（臨時会）が、 月 日
報告第１号 専決処分の報告について（交通事故に係
に開催されました。議案３件が提出され、原案のと
る和解及び損害賠償の額を定めることについて）
おり可決されました。
交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるもので
す。
議案第 号 大崎地域広域行政事務組合職員の育児休
業等に関する条例の一部を改正する条例 【原案可決】
議案第１～２号 教育委員会委員の任命について
国家公務員の育児休業等に関する法律及び人事院規則、
【原案同意】
併せて地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され
当組合教育委員会委員に藤村八重子氏（涌谷町）、大
たことにより、これらの法律等を引用している職員の育
友義孝氏（美里町）を任命するものです。
児休業等に関する条例において所要の改正を行うもので
す。
27

議案第 号 大崎地域広域行政事務組合職員の給与に
関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員
で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正
する条例
【原案可決】
国家公務員の給与に関する法律等の改正に伴い、情勢
適応、均衡の原則の観点から、組合の現状及び関係市町
の状況等を鑑み、人事院勧告を基本として関係条例の改
正を行うものです。

95

第１回組合議会（定例会）

29

義孝 氏

大友

藤村八重子 氏

12

議案第 号 平成 年度大崎地域広域行政事務組合一
般会計補正予算（第２号）
【原案可決】
主に議案第 号の給与に関する条例の改正に伴う職員
人件費などについて補正計上するものであり、歳入歳出
それぞれ２千４５４万円を減額、予算総額を 億４千６
３７万円とするものです。
22

90

去る３月23日に第１回組合議会（定例会）が開
催され、藤村八重子氏（涌谷町教育委員）、大友
義孝氏（美里町教育長）の任命について同意され、
本組合の教育委員会委員になりました。
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（仮称）大崎広域新リサイクルセンターの建設工事の状況
（仮称）大崎広域新リサイクルセンターの本体工事に着手しました。工事の状況についてお知らせいたします。

杭打ち工事

建物を安全に支えられるよう深さ２５メートル付近まで杭を打ち込みました。

【

土 工 事

説 明 会

杭

】

【

杭打機 】

建物の基礎工事を行うために敷地の掘削を行いました。基礎工事終了後は、
掘削した土の埋め戻し作業を行う予定です。

平成３０年３月１７日（土）に地元住民である桜ノ目地区の皆様を対象に説
明会を開催し、（仮称）大崎広域新リサイクルセンターの建設状況等を報告し
ました。
今後も、竣工に向けて地元住民の方々のご協力を得ながら建設工事を行って
まいります。

施設整備課

大崎ふるさとづくり基金事業

☎２３－０９８１

みちのくの宝島大崎

地域づくりに貢献する実践団体に支援助成します！
※平成３０年１０月１日から平成３１年３月３１日に実施する事業に限ります。

助成対象

助成金

大崎地域で活動している団体で、広域的な実行委員会体
制を確立している団体又は確立できる団体（学生・生徒
のみの団体は除く）が行う事業のうち、公益性・公共性
のある事業。

助成対象経費の２分の１以内で、
管理者が認めた額（毎年度予算
で定める額の範囲内）

例えば

申込締切

・大崎地域の優れたスポーツの普及発展を目的とするイベント

平成３０年７月３１日（火）必着

・広域的な音楽イベント（演奏会やコンサートなど。）
・国際交流を通して人材育成やまちづくりを目的とするイベント
など。
※申請をする前に，ご自身の団体や事業が助成の対象かどうか，お問い合わせの上ご確認ください。

所定の申請書に添付書類を添えて提出
（申請書は組合ホームページからダウンロード可）

申込先
※詳細は組合ホームページ（http://www.osakikoiki.jp/）をご参照ください。
そのほかにご不明な点があれば，気軽にお問い合わせください。

総務課総務企画係

5
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☎２３－２３２５

〒９８９－６１７１

大崎市古川北町三丁目２番２０号
総務課総務企画係まで。

13時45分

午後の療育

14時10分

片づけ・降園準備

14時30分

降園・バス送迎

大崎市三本木南谷地字要害３３６-１

ご意見・ご相談などお寄せ
ください。

平成２９年度

28

大崎広域ほなみ園は心身に障害のある、または発達に遅れがある

自由あそび

（疑われる）児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技

12時45分

能の付与、集団生活への適応訓練などの療育を行っている通園施設で

昼食

す。子どもたちの自立的能力を高めるため、着替えや排せつなど生活

11時45分

能力の訓練や、栄養管理、偏食をなくすための食育活動など、個々の

午前の療育

状況に沿った計画によりきめ細かい支援を行っており、今年度は 名

11時10分

の子どもたちが元気に通園しています。

朝の集まり

また、ほなみ園では開放事業「みんなの広場」を実施しています。

10時45分

「みんなの広場」では、専門的知識と経験をもつ職員が、保護者の方

排泄・着替え

の悩みや相談に応じ、発達の捉え方や、その状況に応じた助言など、

10時30分

丁寧に対応することを心がけています。同じ悩みを抱えた方々との交

登園・バス送迎

流、情報交換の場にもなっている「みんなの広場」へお気軽にご参加

ください。

8時30分

お子さんの発達について、ことばが遅い・友達と関わって遊べない・
偏食があるなど発達の悩みや相談、養育上心配のあるご家庭を対象に毎月
第１・３火曜日に開催しています。
５月１５日（火）※５月は第３週のみ
６月５日（火）・１９日（火）
時 間：１０:３０～１２:００
内 容：相談、園児との活動
場 所：大崎広域ほなみ園
その他：参加希望者は要予約

寄附について

平成29年度に下記の皆様より様々な寄附を頂きました。頂いた
寄附を組合事業の更なる充実のために活用させていただきます。
組合の運営にあたり、
ご寄附いただいたことに感謝申し上げます。
●特定非営利活動法人 大崎タイムス福祉部 様
●震災復興支援グループ「きぼう」 様
●冨樫クリニック 様
●一般社団法人 生命保険協会宮城県協会 様
●宮城県信用組合協会 様

（順不同）

平成２９年度
１
２
３
４

情報公開利用状況

行政文書の開示請求
開示決定等
不服申し立て
苦情申し出

１４件
１６件
０件
０件

情報公開窓口 総務課 総務企画係 ☎23-2325
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大崎地域市町消防団員募集中！
現在、大崎地域の市町では消防団員を募集しております！「自分たちの地域は自分たちで守る」という信念に基
づき、地域を守る担い手として活動してみませんか。女性・男性問わず18歳以上で消防団員として活躍したい方の
入団を是非お願い致します。入団希望者は、当該地区に居住または勤務する下記の各市町担当課までお問い合わせ
ください。

大崎地域各市町消防団員

大崎市役所防災安全課消防担当

☎２３−５１４４
色麻町役場総務課消防担当
☎ ６５−２１１１
加美町役場総務課危機管理室消防担当
☎ ６３−５２６４
涌谷町役場総務課防災交通班消防担当
☎ ４３−２１１６
美里町役場防災管財課消防担当
☎ ３３−２１４２
宮城県消防協会大崎地区支部事務局

（大崎消防本部 危機対策課内）☎２４−４２３９

職 員 採 用 試 験 案 内
区 分

採用予定人員

職種

受 験 資 格

試

験

第一次試験

消
防
職
員

７月２２日（日）

平成３年４月２日から平成９年４月１日までに生まれ

上級

消防士

４名程度

教養試験、適性検査

た人で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）によ

第二次試験

る大学卒業または卒業見込みの人

９月上旬予定
面接試験、論文試験、体力試験

※女性の消防士も募集しています！！

要項・申請書等について
郵送で請求する場合は、封筒の表に「消防職員採用試験案内請求」と朱書きし、Ａ４版の返信用封筒
（住所、氏名、郵便番号を記入し１２０円切手を貼ったもの）を同封し、それぞれ下記問い合わせ先に
お送りください。

区分
消
防
職
員
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配

付

受付期間

配 付 日：６月１日（金）

６月 １日（金）から

配付場所：大崎広域消防本部

６月２０日（水）

及び大崎管内の各消 午後５時まで
防署・分署・出張所

広報「大崎広域」№128

（必着のこと）

問い合わせ
大崎地域広域行政事務組合
消防本部管理課 人事研修係
〒９８９－６１７１
宮城県大崎市古川北町三丁目２番２０号
☎０２２９－２２－２３５１

資格・試験・講習情報
上級救命講習会（８時間）
日

程

時

間

場

所

平成30年５月19日（土）
平成30年９月22日（土）
９：00～17：00 大崎生涯学習センター
平成30年12月15日（土）
平成31年２月９日（土）

講習日程：１回１日間受講
会
場：大崎建設産業会館（大崎市古川）

９月１２日（水）

普通救命講習会【定期】（３時間）
日

程

時

間

毎月第１土曜日
毎月第２土曜日
毎月第３土曜日

場

７月３０日（月）
～８月１７日（金）

１２０名

所

遠 田 消 防 署
９：00～12：00

毎月第４土曜日

鳴 子 消 防 署
古 川 消 防 署
加 美 消 防 署

普通救命講習会【定期】（３時間）
10人以上での受講申し込みの場合、開催致します

大規模・高層の防災管理対象物における防災管理者
になるための講習です。
講習日程：１回１日間受講
会
場：宮城県管工事会館（仙台市青葉区）

救命入門コース（１時間３０分）
小学生（高学年）10人以上での受講申し込みの場合、開催致します

７月２７日（金）

その他、地域の各種会合等の機会を利用し、応急手

６月１１日（月）
～６月２９日（金）

１００名

当を学びたいとの要請にも応じておりますので、気軽
にお問い合わせください。「受講料は無料です」

講習会に関する問い合わせ・申し込み

事業所の防火管理者になるための資格講習です。
講習日程：１回２日間受講
会

場：大崎建設産業会館（大崎市古川）

８月２２日（水）
・２３日（木）

７月９日（月）
～７月２７日（金）

１５０名

１１月２０日（火）
・２１日（水）

１０月４日（木）
～１０月２４日（水）

１５０名

※大崎地域以外の会場でも開催されますので、この日
程以外をご希望の方は、(一財)日本防火・防災協会
ホームページ（http://www.n-bouka.or.jp/）をご
覧ください。

新 規 開 設 に つ き オープニングスタッフ 募 集 ！
特別養護老人ホーム悠縁（ゆうえん）
平成３０年３月２６日新規オープン・ユニット稼働開始いたしました

正職員募集

（３ユニット：定員２９名）

【募集職種】 ①介護スタッフ ・ ②介護スタッフリーダー候補者
ご応募・お問合せ・その他詳しくはホームページをご覧ください
⇒ http://yuyu-kai.com
社会福祉法人

悠悠会

社会福祉法人 悠悠会

大崎市

〒989-4415 大崎市田尻字御蔵11番地1

悠悠会

TEL:0229-87-5120

30.5.1発行
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資格・試験・講習情報

５月21日（月）
１

５月７日（月）
１

６月23日
（土）

７月７日
（土）

～５月29日（火）
仙台市
５月24日（木）

～５月15日（火）

～６月１日（金）

仙台市
５月10日（木）

９月30日（日）

～５月18日（金）
甲種全類
５月21日（月）
２

７月８日
（日）

乙種全類

２

11月18日
（日）

～10月９日（火）
仙台市
10月３日（水）

～５月29日（火）

～10月12日（金）

石巻市
５月24日（木）

12月10日（月）

～６月１日（金）
６月11日（月）
７月29日 大崎市
３
（日） 白石市

～６月19日（火）

３

２月３日
（日）

～12月18日（火）
仙台市
12月13日（木）
～12月21日（金）

６月14日（木）
～６月22日（金）
７月16日（月）

４

９月２日
（日）

～７月24日（火）
仙台市
７月19日（木）
～７月27日（金）
10月８日（月）

５

11月25日
（日）

ホームページへアクセス（http://www.shouboshiken.or.jp/）受付開始日の午前９時から受付
締切日の午後５時までとなります。

～10月16日（火）
仙台市
10月11日（木）
～10月19日（金）
10月29日（月）

12月16日 大崎市
６
（日） 石巻市

～11月６日（火）
11月１日（木）
～11月９日（金）
11月５日（月）

７

12月23日
（日）

～11月13日（火）
白石市
11月８日（木）
～11月16日（金）
１月21日（月）

８

３月10日
（日）

～１月29日（火）
仙台市
１月24日（木）
～２月１日（金）
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大切な命を救うためには、早い通報・応急手当・Ａ
ＥＤ（除細動）・医療処置のいわゆる救命の連鎖が重
要です。救急車が到着するまでの間に、居合わせた人
が適切な応急手当を行うことにより救える命がありま
す。
そこで、大崎広域消防本部では、大崎管内に居住・
通勤・通学している方（中学生以上）と小学生（高学
年）を対象に、応急手当の各種講習会を開催していま
す。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ホーム
ページ（http://www.oosakifire119.jp）から申請書
をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みくだ
さい。

レッツインターネット
パソコン２０台を無料開放しま
す。ＯＳはWindows8.1で、タッチ
パネル操作に対応です。
日

時

毎週土曜日
９：００～１６：００

場

所

メディア研修室

内

容

インターネット及びパソ
コン学習

※参加者が多数の場合は、時間制
限させていただくこともありま
す。またインターネットの閲覧
制限等、パソコンの使用に制限
があります。ご了承ください。

パレット映像館
YouTubeにて「パレット映像館」
を公開しています。
パレット映像館ではパレットお
おさき（大崎生涯学習センター）
が所有する貴重な映像作品や、自
作教材等を紹介しております。
ぜひ一度ご覧ください。
（視聴方法）
①パレット映像館に直接アクセス
して視聴する。
（パレット映像館：http://www.
youtube.com/user/paletteoos
akitv）
②検索サイト（Google、Yahoo!）
で「パレット映像館」を検索す
る。

③ＱＲコードを利用する。

（※通信料にご注意ください）
※視聴にはインターネット環境が
必要です。
※携帯端末で視聴される場合には
パケット通信料が発生しますの
でご注意ください。
パケット定額制もしくはWi-Fi
環境での視聴を推奨いたします。

消防情報

平成２９年度消防表彰式が行われました
平成２９年の１年間にわたり地域内で無火災を推進された団体や昨年度まで長年にわたり婦人防
火クラブの会長職に尽力された役員に対して、去る平成３０年３月に感謝状の贈呈を行いました。
今後も防火防災の推進にご協力頂きますようよろしくお願いします。

受 消防長感謝状
●大崎市婦人防火クラブ連合会古川支部
賞
高倉地区婦人防火クラブ 様
団
●大崎市婦人防火クラブ連合会鳴子支部
前支部長 髙橋 とも子 様
体
・
個
消防署長感謝状
人
●大崎市婦人防火クラブ連合会古川支部
名
清滝地区婦人防火クラブ 様
※
順
不
同

●大崎市婦人防火クラブ連合会古川支部
富永地区婦人防火クラブ

様

●美里町婦人防火クラブ連合会

様

：
：
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ホームページ：http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/
メールアドレス：palette＠osakikoiki.jp

星 を み る 会
屋上天文台の望遠鏡で星や天体
を観望する会です。
●５月１９日（土）
「木星・アルゴラブ・ポリマ」
●６月１６日（土）
「木星・ミザール・アルコル」
時 間 １９:３０～２０:４５
（晴天時）
１９:３０～２０:１０
（荒天時）
場 所 屋上天文台 （晴天時）
プラネタリウム館
受 付 １９：００～２０：００
その他 中学生以下は保護者同伴。
天文ボランティアによる
プラネタリウム特別投影
もお楽しみに。

大人の天文塾
参加者相互の交流を楽しみなが
ら、星空や宇宙について学んでみ
ませんか。
初めて天文学を学ぶ方やお子さ
まも気軽にご参加ください。
●５月１９日（土）
「太陽・地球・月」
●６月１６日（土）
「天体の１日の動き・１年の動き」
時 間 １６：００～１７：３０
対 象 一般
場 所 プラネタリウム館
申 込 電話または直接来館しお
申し込みください。
※大崎生涯学習センター職員や参
加者が講師です。ご自分の学習
成果を発表したい方も募集中で
す。

パレット星空音楽会

６月

「星空とトランペットの夕べ２
０１８」
満天の星空の下で、生演奏を楽
しみましょう。今回はトランペッ
トの生演奏です。
日 時 ６月２日（土）
開演 １７：３０
（開場 １７：００）
場 所 プラネタリウム館
出 演 安田実男（福岡県在住）
11
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曲

目

定 員
入場料
申 込

夜空のトランぺット、ソ
レアード、ある愛の歌
他
１５０名（申込先着順）
無料
５月８日（火）より整理
券を配布。定員になり次
第締切。
電話または直接来館しお
申し込みください。

こんなのやってるでショー
毎度おなじみの「こんなのやっ
てるでショー」です。身近な材料
で作って遊びましょう。無料で体
験できますので、ご家族で気軽に
遊びに来てください。
●５月６日（日）・２７日（日）
「くるくるシュート」
●６月１０日（日）・２４日（日）
「びゅんびゅんロケット」
●７月８日（日）・２２日（日）
「カモメすいすい」
時 間 １０：３０～１１：３０
１３：００～１３：３０
（１日２回実施）
場 所 みんなの部屋
※場所が変更になる場合
もございます。
対 象 子ども
（未就学児は保護者同伴）
その他 当日直接お越しください。
ただし、材料がなくなり
次第終了します。

パレット映画会
巨大スクリーンでの迫力ある映
画会です。ぜひ、ご家族おそろい
でお越しください。
日 時 ５月２０日（日）
１０：００～１１：３０
場 所 多目的ホール
入場料 無 料
定 員 ３３６名
内 容 日本昔話など、子ども向
け作品の上映
その他 申込み不要、当日直接お
越し下さい。

パソコン講座
①Excel入門
日 時 ５月３０日（水）
～３１日（木）
９：３０～１６：００
内 容 Microsoft Office Excel
2013に関する基本的な操
作を学習するための講座。
（家計簿に応用できる表
計算やグラフの作成等）
申込期限 ５月１５日（火）必着
公開抽選 ５月１６日（水）
②Word入門
日 時 ６月１３日（水）
～１４日（木）
９：３０～１６：００
内 容 Microsoft Office Word
2013に関する基本的な操
作を学習するための講座
です。（図の使い方、暑
中見舞いやハガキの作成
等）
申込期限 ５月３１日（木）必着
公開抽選 ６月１日（金）
③PowerPoint入門
日 時 ６月２７日（水）
～２８日（木）
９：３０～１６：００
内 容 Microsoft Office PowerPoint
2013に関する基本的な操
作を学習するための講座
です。（デジタルアルバ
ムの作成等）
申込期限 ６月１４日（木）必着
公開抽選 ６月１５日（金）
＜共通事項＞
対 象 大崎管内に居住又は通勤
・通学している方
場 所 メディア研修室
受講料 ７００円（テキスト代）
定 員 ２０名
※申込は、往復はがきに、住所・
氏名（ふりがな）・年齢・職業
・電話番号を記入し、大崎生涯
学習センター各講座係までお願
いします。はがきは、１人１通
でお願いします。定員を超えた
場合は、上記の日程で午前１０
時から事務室前にて公開抽選を
行います。

夏の新番組

プラネタリウム館・夏の新番組は、6月2日（土）から!

好評投影中
ⒸNintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku
ⒸPokémon
配給 コニカミノルタプラネタリウム

Ⓒ尼子騒兵衛/NHK・NEP

下記の番組は、5月27日で終了します。お見逃しなく!

季節の星座と月毎のテーマを、生解説で
お送りします。

5月27日までの
ノーマン・ザ・スノーマン
土曜・日曜・祝日 ～流れ星のふる夜に～

ⒸTAIYOU KIKAKU co.,ltd./ EXPJ,Ltd

ⒸKAGAYA Studio

ポケモン

6月2日からの
土曜・日曜・祝日
★定員150名の各回入替制で、
各回ごとに料金がかかります。
★観覧料は、
１回につき大人600円、
高校生300円、
小中学生200円、
幼児無料です。
なお、
小中学生のみなさんは
「大崎ゆめっこパスポート」
が使えます。
★団体での投影予約は、
希望日の６カ月前から受け付けます。
★休館日は、
月曜日
（ただし祝日の場合は翌平日）
、
祝日の翌日、
年末年始
（12月28日～１月４日）
です。
また、
都合により臨時休館の場合もあります。
★身体障害者手帳、
療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方１名及びその介護人１名が観覧料減免となります。
受付時に各手帳をご提示ください。
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