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内各愛好会による作品展示、芸能発
表会、小・中学生優秀作品展、小・
中学生による発表、講演会、物産販
売、フリーマーケット
時11月3日（土）・4日（日）　午前9
時～午後4時　※4日は午後3時まで
場岩瀬農村環境改善センター
▶フリーマーケット出店者を募集
時11月4日（日）　午前10時～午後3
時
対市内在住の人
※営業目的の人は参加不可
定9区画（応募者多数のときは公開
抽選）
申10月19日（金）午後5時までに所
定の用紙で岩瀬公民館にお申し込み
ください（FAXまたは郵送も可）。
抽選日・会場　10月22日（月）　午
前9時・岩瀬農村環境改善センター
問岩瀬公民館☎(65)2100
Ｆ（65）2116

時平成31年1月13日(日)　午前11時
～正午
場文化センター
対▶平成10年4月2日から平成11年
4月1日までに生まれた人
※10月1日現在、本市に住民登録の
ある人には、11月上旬に案内はが
きを郵送します。
他新たに転入した人や市外在住で本
市の成人式に出席希望の人は、12
月7日(金)までに申込書（各申込場所
に設置または市ホームページからダ
ウンロード）に必要事項を記入の上、
お申し込みください。
※市ホームページで必要事項を確認
し、メールで申し込むこともできま
す。
申生涯学習スポーツ課、各公民館、
コミュニティプラザ
新成人代表者の募集
　市成人式において、新成人代表を
務めてくださる人を募集します。
募集内容
▶成人証書代表受領　1人
▶誓いの言葉　2人（男女各1人）
応募要件　市成人式の該当者で誠意
をもって従事できる人で、選考やリ
ハーサル（当日午前9時30分からの
予定）に出席できる人
締11月2日(金)
申応募用紙（生涯学習スポーツ課及
び各公民館に設置または市ホーム
ページからダウンロード）に必要事
項を記入の上、生涯学習スポーツ課
にお申し込みください。

問生涯学習スポーツ課☎（88）9171

労働困りごと相談会 日時　10月21日(日)　午前10時～午後4時(原則事前予約制）　会場　白河市産業 プラザ人材育成センター（白河市中田140）　☞県労働委員会事務局☎024（521）7594

岩瀬地区「秋の文化祭」

　秋の長沼路を、小学生から一般の
ランナーが全8区間をタスキでつな
ぎ、健脚を競い合います。
　コース周辺にお住まいの皆さんは、
沿道でのご声援をよろしくお願いし
ます。
時11月11日（日）　午前9時スタート
問長沼公民館☎（67）2474

第59回ながぬま一周駅伝競走
大会

時日時　場会場　対対象　定定員（表示のないものは定員になり次第締め切り）　内内容
￥料金（表示のないものは無料）　申申し込み　締締め切り　他その他　問問い合わせ　Ｆファックス　 メール　

催し 市成人式のご案内第58回新春書道展の作品

対市内在住の児童・生徒
締11月14日(水)
応募方法　各小・中学校を通して応
募
一次審査会
時11月27日(火)
場中央体育館
席書大会
対一次審査で選考された人
時平成31年1月5日(土)
場須賀川アリーナ
作品展示
時平成31年1月19日(土)・20日（日）　
午前9時～午後5時
場市民交流センター「tette」
内席書大会で書き上げられた作品を
展示します。
問生涯学習スポーツ課☎(88)9173

　須賀川の歴史や文化を学ぶ初学者
向けの講座です。博物館に収蔵して
いる資料などを通して、外部講師と
学芸員が講義します。
時11月17日（土）・23日（金・祝）・
12月1日（土）・8日（土)・15日（土）
全5回　午前10時～ 11時30分
※11月23日のみ午後2時～ 3時30
分
内▶第1回「はじめての民俗学」
▶第2回「企画展　須賀川俳諧の祖
相楽等

とうきゅう

躬」記念講演会の聴講
講師：加藤定彦さん（立教大学名誉
教授）
▶第3回「はじめての考古学」
▶第4回「はじめて触れる古文書（近
世編）」
▶第5回「はじめて触れる古文書（中
世編）」
対高校生以上　定35人
場博物館（第2回のみ市役所大会議室）
申10月16日（火）午前9時から博物
館へ電話でお申し込みください。定
員になり次第、締め切ります。
問博物館☎（75）3239

すかがわ歴史講座の参加者

『陶芸教室』の受講者

時10月29日、11月5日・12日・
19日、12月17日、平成31年1月
21日（月曜日、全6回）
▶昼の部　午後1時30分～ 3時30分
▶夜の部　午後7時～ 9時
内オリジナル陶器の製作
場東公民館・勤労青少年ホーム
対市内在住または在勤の人
定各部25人
￥5,000円（材料費、資料代など）
申10月19日（金）までに、東公民館・
勤労青少年ホームにお申し込みくだ
さい。※電話での申し込みも可
他詳しくは、東公民館・勤労青少年
ホーム公式フェイスブックや回覧ち
らしなどをご覧ください。
問東公民館・勤労青少年ホーム
☎（63）2154

内福島空港公園をスタート、ゴール
とする6㎞と12㎞の特設コースを歩
くウォーキング大会
時11月11日（日）　受付：午前9時
30分、スタート：午前10時30分
定1,000人
場緑のスポーツエリア
￥▶事前　大人500円、小・中学生
300円　▶当日　大人600円、小・
中学生400円
問福島空港公園事務所☎（89）1766

第11回空のみちウォーク2018
の参加者

時11月25日（日）　午前9時15分（開
会式）　場須賀川アリーナ
種目
▶一般の部
▶ファミリーの部（小学生が入ること）
▶シニアの部（全員60歳以上）
￥1,000円
締10月31日（水）
申▶月～金曜日（午前8時30分～午
後5時）　生涯学習スポーツ課
▶土・日曜日、祝日（午前9時～午
後5時）  (公財)須賀川市スポーツ振
興協会（須賀川アリーナ内）
問生涯学習スポーツ課☎(88)9174

第10回市ファミリーバドミン
トン大会の参加者

須賀川アリーナスポーツ教室の
参加者

 ボディメイククラス(後期)
内有酸素運動と筋力トレーニング
時11月6日～ 12月11日（毎週火曜
日、全6回）　午後7時～ 8時30分
対市内在住または在勤の18歳以上
の人（高校生を除く）
定50人　￥500円
申込期間　10月14日（日）～ 30日

（火）　※前期を受講した人は10月
19日(金)から申し込み受け付け。
 第2回 キッズスポーツクラス
内マット運動教室
時11月17日(土)　午前10時～ 11時
場中央体育館
対未就学児(4 ～ 6歳)とその保護者
定50組100人　￥300円
申込期間　10月14日(日)～11月9日(金) 
 アリーナ60分プログラム(11月)
内エアロビクス　講師　矢吹千

ち は る

春さん
時11月21日(水)　 午 後7時30分 ～
8時30分　場須賀川アリーナ
対市内在住または在勤の15歳以上
の人(中学生を除く)
定50人　￥1回200円
申込期間　10月10日(水) ～ 11月14日(水)

申申込用紙や開催ちらしに必要事項
を記入の上、参加料を添えて須賀川
アリーナにお申し込みください（各
教室とも定員になり次第締め切り）。
※詳しくは、開催ちらしやホーム
ページをご覧ください。

問須賀川アリーナ☎（76）8111
須賀川市スポーツ振興協会 検索

各種募集

　（一社）福島県国際農友会では、地域農業のリーダーを養成する海外派遣研修
事業を実施します。
派遣期間　平成31年1月21日（月）～ 30日（水）
派遣先　アメリカ合衆国（カリフォルニア州及びフロリダ州）
内容　農業研修、試験研究機関と農産物市場視察、農業経営者との情報交換など
資格要件
▶農業に従事し、地域のリーダーとして研修成果を発揮できる人
▶市内在住で、今年4月1日現在、20歳以上の人
▶団体旅行に適応できる健康な人で感染症の疾患がない人
▶事前研修会から研修報告会まで計画に沿って参加できる人
参加経費　48万円程度（経費に対して、国際農友会から1/2以内、市から1/4以
内の補助があります。なお、市補助金は45歳未満に限ります。）
申関係書類を10月15日（月）までに農政課へ提出してください。
問農政課☎(88)9138

農業海外派遣研修生を募集します

　中心市街地での新たな出店を推進
するため、講演会を実施します。
演題　「リノベーションから小さく
始めるまちづくり～いわての事例か
ら～」
講師　星

ほし

麻
ま き

希さん（㈱くらしすた不
動産）・浅

あ さ の

野聡
さ と こ

子さん（㈱モリノバ）
時10月13日（土）　午後2時～ 3時
30分
場旧文具のまふね（中町39）
定50人（事前申し込み）　
申市ホームページの申込みフォーム
からお申し込みいただくか、下記
メールアドレスまたはFAXで、氏
名・職業・所属・連絡先を記載の上
お申し込みください。
問商工労政課☎(88)9141 
Ｆ（72）9845　 shoukou@city.
sukagawa.fukushima.jp

「まちと暮らしの作り方file vol.1」
の参加者

時10月22日（月）　午後1時30分～
3時（午後1時20分現地集合）
場㈱釜屋リサイクルセンター（鏡石
町成田東９）
内家電４品目（エアコン、テレビ、冷
蔵庫、洗濯機）、自動車のリサイクル
施設の見学
定20人程度（応募多数のときは抽選）
申東北経済産業局ホームページ「新
着情報」からお申し込みください。
締10月９日（火）
問東北経済産業局環境･リサイクル
課☎022（221）4930

「家電リサイクル施設見学会」の
参加者

時10月25日（木）　午後1時30分～4時
場グランシア須賀川（池上町74）
対一般求職者
参加企業　須賀川市、岩瀬郡、石
川郡管内の求人事業所30社（予定）
※予約は必要ありません。
他市外に居住し、市内事業所に対し
て就職活動を行った人へ、交通・宿
泊費を補助する「ふるさとすかがわ回
帰支援事業」制度があります。
問商工労政課☎（88）9143
ハローワーク須賀川☎（76）8609

須賀川地区合同就職面接・企業
説明会の参加者

今年の成人証書の代表受領

須賀川市　成人式 検索


