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表記の見方 　　申し込み先申 　　Eメール　　問い合わせ先問

平成27年度第1回普通救命講習Ⅰ（一般公募）開催のご案内
と　　き　5月31日（日）　午前9時〜正午
と こ ろ　石巻広域消防本部2階大会議室
　　　　　（大橋一丁目1-1）
対　　象　中学生以上
定　　員　30人〔先着〕
受 講 料　無料
申込期間　5月11日（月）〜21日（木）
申込方法　
　・最寄りの消防署、分署、出張所または石巻広域消防　　
　　ホームページ申込用紙を取得して申し込みください。
　・再講習の方は、受講申込時および講習日に修了証　　
　　を持参してください。
問　石巻消防署　☎95-7112
　 　河北消防署　☎62-3119
　 　矢本消防署　☎82-2147
　 　女川消防署　☎54-2119
　 　石巻広域消防本部警防課　☎95-7433
　 　URL http://isyoubou.jp/

ノルディックウォーキングイベント 5月体験会
歩くことは医者いらず！習慣づけよう一歩踏み出す！
ポールを使うことで足腰よわくても誰でも歩けます！

とき　5月10日（日）　午前9時30分〜正午
　　　5月24日（日）　午前9時30分〜正午
　　　※スポーツショップマツムラに集合してください。
　　　5月17日（日）　午前9時30分〜正午
　　　※渡波・鹿妻地区HANA荘に集合してください。
料金　500円（保険料）　
　　　※ポール貸出無料

問申申 　NPO法人石巻スポーツ振興サポートセンター
　　　　☎090-8787-3873
　　問　市体育振興課　☎22-9111

石巻地域若者サポートステーションからのお知らせ
就労・自立を支援します!

受付時間　午前10時〜午後6時（土日・祝日を除く）
対　　象　15歳〜39歳以下の求職者およびその家族

問申申 　石巻地域若者サポートステーション
　　　　☎90-3671
　 問　市商工課（内線3523）

松竹大歌舞伎仙台公演鑑賞バスツアー
中村翫雀改め四代目中村鴈治郎襲名披露　

演目　一、引窓　二、襲名披露口上　三、連獅子
出演　中村鴈治郎、坂田藤十郎、中村扇雀、尾上松緑　ほか
と　　き　7月11日（土）　午後0時30分開演
と こ ろ　東京エレクトロンホール宮城
対　　象　市内在住の方（中学生以下は保護者同伴）
定　　員　40人〔抽選〕
料　　金　7,000円（往復バス代込）
期間・締切　5月15日（金）必着
申込方法　往復はがきに、参加希望者（1枚につき2人まで）
　　　　　の氏名・住所・年齢・電話番号を記入し申し込み
　　　　　ください。

問申申 　〒986-0102　石巻市成田字小塚裏畑54
　　　　河北総合センター内
　　　　（公財）石巻市芸術文化振興財団　☎62-1120

ウォーキングイベント
慶長ロマン・サンファンウォーク（１１キロ）

とき　5月24日（日）　午前9時30分〜午後2時
　　　集合・解散　JR石巻線　渡波駅前
料金　500円（保険料）

問申申 　石巻ウォーキング会　☎090-7326-7338
　　　　市体育振興課　☎22-9111

スポーツを楽しもう！
わんぱくスポーツ開成教室　参加者募集

と　き　5月　毎週金曜日　午後4時30分〜6時30分
ところ　総合運動公園フットサルコート
　　　　（南境字新小堤18）
対　象　小学1年生〜6年生（男女問わず）20人
内　容　サッカー等のボール遊びが中心です。詳細はお問
　　　　い合わせください。
指導者　日本体育協会公認コーチ
料　金　3,000円/月
　　　　※ただし、南境・開成仮設団地の小学生は500円　
　　　　　（保険料）のみ

問申申 　NPO法人石巻スポーツ振興サポートセンター
　　　　☎090-8787-3873
　　問　市体育振興課　☎22-9111

自衛官採用試験のご案内
○技術海上・航空幹部

資　　格　（海）大卒で38歳未満の方
　　　　　（空）大卒で45歳未満の方
受付期限　5月15日（金）締切日必着
試 験 日 6月29日（月）

○技術海曹・空曹
資　　格 （海）20歳以上の方で資格・免許取得者
　　　　　（空）21歳以上の方で資格・免許取得者
受付期限 5月15日（金）締切日必着
試験日 6月26日（金）

問申申 　防衛省自衛隊宮城地方協力本部石巻地域事務所
　 　　　☎・FAX  83-6789

関西音楽人のちから『集』石巻復興のちからＩＮ石巻
　大阪の復興支援オーケストラ・
復興支援合唱団と石巻市民交響
楽団・石巻合唱連盟・地元中学生

（吹奏楽）との共演による復興支
援コンサートです。
と　き　5月17日（日）　
　　　　午後1時開演
　　　　（開場　午後0時30分）
ところ　河北総合センター「ビッグバン」アリーナ
指揮者　牧村邦彦/佐々木克仁(石巻市出身)/井村誠貴
管弦楽　復興支援オーケストラ/石巻市民交響楽団
合唱団　復興支援合唱団/石巻合唱連盟
吹奏楽　飯野川中学校吹奏楽部/桃生中学校総合文化部
曲　目　レスピーギ 交響詩「ローマの松」〜アッピア街道の松
　　　　シベリウス 交響詩「フィンランディア」
　　　　源田俊一郎 「ふるさとの四季」より
　　　　外山雄三 管弦楽のためのラプソディ
　　　　スーザ 行進曲「星条旗よ永遠なれ」　ほか
入場料　無料（要整理券）
整理券取扱所　河北総合センター「ビッグバン」、遊楽館、
　　　　　　　石巻中央公民館、渡波公民館、桃生公民館、
　　　　　　　東松島市コミュニティセンター、　　　　
　　　　　　　女川町総合体育館

問申申 　（公財）石巻市芸術文化振興財団　☎62-1120

シルバー人材センター入会説明会
　市内に居住する、60歳以上で、健康で働く意欲のある方
ならどなたでも会員になることができます。
と　き　5月20日（水）・27日（水）　午前9時
入会時に必要なもの
　　　　年会費（3,000円）、印かん、健康保険証、
　　　　七十七銀行の通帳
※詳しくは電話でお問い合わせください。

問申申 　市シルバー人材センター（旧石巻消防署南中里出
　　　　張所）　☎94-3683
　 問　市商工課（内線3523）

みやぎ県民大学「石巻専修大学開放講座」
　宮城県教育委員会では、石巻専修大学で蓄積された研究・
教育の成果を広く市民に開放するため、みやぎ県民大学

「石巻専修大学開放講座」を開講します。
と　　き　6月4日(木)〜7月16日（木）全7回（10.5時間）
　　　　　午後7時〜8時30分
と こ ろ　石巻専修大学（4号館1階4101号室）

定　　員　200人
申込期間　5月7日（木）〜6月3日（水）〔先着〕　
受付時間　午前9時〜午後5時30分（土日・祝日を除く）
申込方法　電話、Eメール、はがき（1人1通）
　　　　　①郵便番号②住所③氏名④性別⑤年齢⑥職業　
　　　　　⑦電話番号⑧送迎バス希望の有無を記入の上、申
　　　　　　し込みください。
無料送迎バス
　　　　　往 JR石巻駅北口（ナリサワ文房具店前）
　　　　　午後6時30分発（大学到着午後6時50分）
　　　　　復 大学北門　午後8時40分発（JR石巻駅北口
　　　　　午後9時着）

問申申 　石巻専修大学事務課　☎22-7716
　  　kaiho@isenshu-u.ac.jp
　　　　〒986-8580　南境新水戸1
　　　　市総務課（内線4037）

月日（曜日） 学習
時間 学習内容 講　師　等

職　氏　名

1 6月4日（木） 1.5 石巻市に聖火台が
やって来た 人間学部 教授 山崎省一

2 6月11日（木） 1.5 オリン ピックとス
ポーツ科学の発展 人間学部 教授 山内武巳

3 6月18日（木） 1.5 オリンピック選手と
心理学 人間学部 助教 永山貴洋

4 6月25日（木） 1.5 オリンピックとドー
ピングの歴史 人間学部 教授 山崎省一

5 7月2日（木） 1.5 オリンピックに監督
として参加して 陸上競技部 監督 泉田利治

6 7月9日（木） 1.5 オリンピックと音楽
芸術 人間学部 教授 近藤裕子

7 7月16日（木） 1.5 1964年東京オリンピッ
クをDVDで振り返る 人間学部 教授 山崎省一

ポリテクセンター宮城「公共職業訓練受講生募集」
　独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構宮城職業訓練支
援センター「ポリテクセンター宮城」では、早期再就職に向
けた職業訓練を実施しています。
　

訓練期間　6月25日（木）〜12月28日（月）（6ヵ月）
受 講 料　無料（テキスト代等は自己負担）
募集期限　5月20日（水）
　居住地を管轄するハローワーク（公共職業安定所）から
申し込みください。
問　ポリテクセンター宮城　 ☎022-362-2454
　　 市商工課（内線3523）

募集訓練科名 定員
電気・情報通信工事科 15人
住宅リフォーム科 15人
住宅建築工事科 15人
ビル設備サービス科 18人

利用協講座「初心者のための川柳教室」
　川柳の歴史や基礎知識、作り方等を楽しく学びます。
と　　き　5月23日(土)　午前9時30分〜午後3時30分
と こ ろ　石巻中央公民館3階第2講座室
対　　象　一般市民
定　　員　8人〔先着〕
持 ち 物　国語辞典・筆記用具・昼食
申込期限　5月21日(木)

問申申 　石巻中央公民館　☎22-2970

要電話申込

パソコンセミナー
　PC入門・ワード入門・エクセル入門のうち、希望するコース
※マンツーマン形式
と　　き　休館日を除いた毎日開催
　　　　　午前10時〜正午または午後1時〜3時
と こ ろ　メディアシップ2階　ワークキャビン
対　　象　これからパソコンを始めたい方およびワードや
　　　　　エクセルを基礎から学びたい方
定　　員　1日2人〔先着〕
参 加 費　500円

問申申 　情報プラザ「メディアシップ」
　　　　（月曜休館。ただしGWは毎日開館、7日休館）
　　　　☎61-1200

要電話予約

要電話予約

市報 いしのまき7


