時日時 場会場 対対象 定定員 内内容 申申し込み 締締め切り Ｆファックス
他その他 問問い合わせ ￥料金 料金表示のないものは無料です。

メール

第３回サポセンフェスティバル
〜つながろう すかがわ〜

催し
平成29年度文化講演会・
第50回市民体育祭記念講演会
講師 杉 山愛 さん
（元プロテニスプ
レイヤー）
演題 「夢を叶える生き方〜自分ら
しさを見つける〜」
時11月12日
（日） 開演：午後2時
（開場：午後1時30分）
場文化センタ−

各種募集

内市民活動団体の紹
介を目的に、ステー
ジ発表や体験ブース
などを行います。
時9月2日(土) 午前
10時〜午後3時

第46回子ども会リーダー研修会
「森の冒険隊」
の参加者
内野外活動の指導者の下、1泊2日
での野外炊飯やキャンプファイヤー、
宇津峰登山などを体験

※午前9時45分から
のオープニングセレモニーでは、よ
さこい踊りの披露があります。
場産業会館・牡丹園
駐車場 牡丹園西側駐車場

￥1,000円
入場券発売日 9月26日（火）
販売窓口 市内各公民館、文化セン
ター、鏡石町公民館、文化の森てん
えい

▶第9回らら♥たいむ

問中央公民館☎
（73）
4407
市体育協会☎
（88）
9176

問市民活動サポートセンター（生活
課内）
☎（88）9131

※産業会館駐車場は利用不可
同日開催イベント
▶第15回ふれあい祭り 場産業会館
場牡丹園

時9月16日
（土）〜 17日（日）
場市民の森
対小学4 〜 6年生 定50人
￥1人当たり2,000円
申込期間 8月14日(月) 〜 22日（火）
申各子ども育成会を通じてお申し込
みください。
問市子ども会育成連絡協議会事務局
（生涯学習スポーツ課内）
☎（88）
9173

第67回県統計グラフコンクール

地域医療を守る
医師の力が必要です
公立岩瀬病院では、地域医療に貢献
できる即戦力となる医師を随時募集して
います。
また、 当院は、 医師になるための卒
後初期臨床研修を受けることが出来る施
設として認定されています。
希望者の病院見学を随時受け付けて
います。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
公立岩瀬病院

検索

（75）
3111
問公立岩瀬病院総務課☎
soumu@iwase-hp.jp

第30回文化フォーラム
内文化功労者表彰式、講演
「映像で
伝えたいこと」
講師 金 山芳 和さん
（㈱金山プロダ
クション代表取締役・すかがわ国際
短編映画祭東京実行委員代表）
時9月2日（土） 午後1時30分
場市役所 4階大会議室
※事前申し込みは不要ですので、お
気軽にお越しください。
問市文化団体連絡協議会事務局（文
化振興課内）☎（88）9172

募集作品 観察記録や既存のデータ
などを手書きやパソコンでグラフに
した作品
テーマ 自由
大きさ Ｂ2判
応募資格 小学生以上
応募方法 応募の注意点などをお問
い合わせの上、9月4日（月）までに
県統計課に応募してください。
宛先 〒960-8043
（住所記載不要）
福島県統計課宛

お知らせ
家族介護者交流事業の参加者
在宅介護をしている人の日頃の労
をねぎらい、心身のリフレッシュと
介護者同士の情報交換や交流を目的
に、
「日帰りバス旅行」を開催します。
時9月8日（金）
行き先 磐梯熱海温泉清稜山倶楽部
（郡山市熱海町熱海5-18）
対要介護、要支援者を自宅で介護し
ている家族介護者
定35人（定員になり次第締め切り）
申・問市社会福祉協議会本所☎（88）
8211、長沼支所
（長沼老人福祉セ
ンター内）☎（67）2969、岩瀬支所
（いわせ悠久の里内）☎（65）3889
第58回ながぬま一周駅伝競走
大会の参加チーム
内健康増進と市民の親ぼくを目的と
する駅伝競走大会
時11月12日（日）
申込期間 8月1日（火）〜 10月2日
（月）
競技区間 長沼地域内一周8区間
問長沼公民館☎（67）2474

月 日

時 間

18：00〜
8月15日
（火）
19：30
第３回サポセンフェスティバル・
9：45〜
9月2日
（土）
第９回らら♥たいむ
15：00
8：30〜
仁井田地区市民体育祭
9月3日
（日）
14：00

市民よさこい・盆踊り大会

第33回長沼まつり

場

所

観光交流課
☎
（88）
9144
市産業会館
（サポセンフェスティ 生活課
バル）
、牡丹園
（らら♥たいむ） ☎
（88）
9131
仁井田公民館
仁井田中学校校庭
☎
（88）
1005
松明通り

18：00〜
9月9日
（土）
長沼金町通り
21：00

長沼市民サービスセンター
☎
（67）
2111

イベント開催時間内のどこかで出演するボー！ ※あくまで出演予定ですので、天候などにより、出演時間の変更や出演中止になることなどがあります。
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瀧廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクール出場者募集

優勝者には、ウィーン留学助成金60万円などを贈呈します。 開会式 10月20日（金） 予選 10月

読み聞かせ会
子ども読み聞かせ会
（市図書館）
内「読み聞かせの会ポケット」による
絵本の読み聞かせや紙芝居など
時8月19日(土)・9月9日(土) 午 後
2時 場市図書館
すくすくタイム（長沼図書館）

他作品展を行います。

内絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど

問選挙管理委員会☎（88）
9163

時9月13日（水） 午前10時30分

すかがわ選挙川柳

場長沼図書館
お母さんと赤ちゃんのための
お話のへや（岩瀬図書館）

募集作品 選挙をテーマとした川柳
応募方法 選挙管理委員会事務局に
応募してください（通年で募集）。
表彰 入賞者へ賞状と記念品を贈呈
します。

内絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど

他応募作品は、市ホームページなど
で紹介するほか、展示会を行います。
※詳しくは、ホームページをご覧く
ださい。

内絵本の読み聞かせや手遊び、簡単
な工作など

検索

時9月13日（水） 午前10時30分
場岩瀬図書館
お話のつどい（岩瀬図書館）

時9月16日（土） 午前10時30分
場岩瀬図書館
問市図書館☎（75）
3309
長沼図書館☎（67）
2138
岩瀬図書館☎（65）
3549

内森の木陰にハイジのブランコを作
り、夏の森を楽しみます。

割や大切さを改めて認識する期間です。
道路は私たちの生活に欠かせな
いものですが、あまりにも身近で
あるため、その重要性は見過ごさ
れがちです。この機会に「道路」の
重要性を感じ、正しく安全な利用
担当課

図書館

〜森のブランコで遊ぼう〜
空港公園自然塾の参加者

道路ふれあい月間は、安全で快適
な道路環境を守るために、道路の役

イベント名

校を通じて、選挙管理委員会事務局
に作品を提出してください。
表彰 小・中・高校別に入賞作品を
選び表彰します。

問選挙管理委員会☎（88）
9163

問県統計課☎024（521）
7143

』 イベント出演予定情報（8月・9月上旬）

画材 自由
大きさ 四ツ切
（542㎜×382㎜）
、八
ツ切
（382㎜×271㎜）
またはそれに
準じる大きさ
応募資格 小学生〜高校生
応募方法 8月31日(木)までに、学

すかがわ選挙川柳

8月は「道路ふれあい月間」

■『

選挙啓発ポスター

にご協力をお願いします。
平成29年度推進標語
「この道で おはようさよなら
ありがとう」
8月10日は
「道の日」
大正9年に、現在の道路の基礎と
なる道路整備計画が決められたこ
とを記念し、定められました。
問道路河川課☎（88）9152

時8月19日（土） 午前10時〜正午
場緑のスポーツエリア
定15人 ￥1人300円
問福島空港公園事務所☎（89）1766
広報7月号掲載記事の訂正
広報すかがわ7月号24ページ掲
載の「産業廃棄物処理施設の設置
計画」記事に誤りがありましたの
で、次のとおり訂正します。
「4

ムシテックワールド入館者
90万人達成！
7月8日、ムシテックワールドの入館
者が90万人を達成。90万人目となっ
た市内舘ケ岡の大 槻稔さん一家には、
鈴 木常務理事から花束と養 老孟 司館
長直筆の色紙、オオクワガタムシの雄
と雌の成虫2匹がプレゼントされました。

施設の処理能力」

訂正前

1日
（10時間）
当たり4.8ｔ

訂正後

1日
（8時間）
当たり4.8ｔ

問県中地方振興局県民環境部環境課
☎024
（935）
1502

大槻稔さん、美永莉ちゃん、裕子さん、莉乃葉ちゃん

21日（土） 本選 10月22日（日） 場所 竹田市久住公民館くじゅうサンホール ☞瀧廉太郎記念全日本高等学校声楽コンクール事務局☎0974（63）4837

竹田市

検索

29.8.1
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