市民グラウンドゴルフ
大会
●日時 ６月５日
（水）
8:30 ～
※雨天時は翌日以降に延期
●場所 白石川緑地公園野球場
（６人構成）
●種目 ①団体の部
②個人の部
●定員 96人
●参加料 無料
●申込方法 各地区公民館に備
え付けの申込用紙に記入し、生
涯学習課（中央公民館内）へお
申し込みください。
●申込期限 ５月29日
（水）
※用具は貸し出します（持込可）。
問生涯学習課 ☎22-1343、
24-5377
26-2453
（土日提出可・FAX 可）

生活習慣病
予防食事教室
生活習慣病の予防や健診結果
改善を目標に、自分の食生活の
振り返りをしてみませんか？
●日時 ５月16日
（木）
9:30 ～ 11:30
●場所 健康センター
●講師 市栄養士
●定員 30人（おおむね75歳
以下の方、先着順）
●申込期限 ５月15日
（水）
まで
にお申し込みください。
※今回は調理実習はありません。
問健康推進課 ☎22-1362

「しろいし安心メール」
登録方法
「shiro-i@mpx.wagmap.jp」あて
に空メールを送信して、案内に
従ってご登録ください。
二次元バーコ
ード対応携帯電
話をお持ちの方
は、 右 の バ ー コ
ードをご利用く
ださい。
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市営住宅入居者募集
（第３子優先）
■市営岩崎住宅Ａ－201号室
●募集要件 満18歳未満の子
どもが３人以上いる世帯
●所在地 福岡長袋字岩崎地内
●間取り ３ＤＫ・59.00㎡
●家賃 15,200円～
●受付期間 ５月７日
（火）
～15
日
（水）
※受付期間に応募がない場合、
５ 月20日
（月）～ 29日
（水）ま
で一般向けに募集します。
●申込資格 住宅に困っている
方で、収入が一定の基準内であ
る方など。応募者多数の場合は
抽選。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問建設課 ☎22-1326

子育て応援住宅
入居者募集

■東大畑住宅
●募集要件 ①義務教育修了前
の子どもを１人以上養育してい
る。②世帯の年間収入が家賃の
36 ヵ月分以上。③指定の家賃
保証会社と契約できる。
●所在地 字東大畑87
●募集数 １号棟18戸、２号
棟13戸
●間取り ３ＤＫ・53.08㎡
●家賃 30,500円～ 36,500円
（階により異なります）
●受付期間 随時（先着順）
※その他書類審査有り。詳しく
はお問い合わせください。
問管理・運営 サンウッドハウ
ジング株式会社白石営業所
☎050-3704-1000

第42回こどもまつり

各種お楽しみコーナーが盛り
だくさん！ ぜひご家族おそろ
いでお越しください。
●日時 ５月26日
（日）
9:00 ～ 11:30
●会場 中央公民館
●参加費 無料
●内容 ハンマーダッシュ、シ
ャボン玉、焼きマシュマロなど
問白石市こどもまつり実行委員
会事務局（子ども家庭課内）
☎22-1363

自衛官候補生
（任期制隊員）等募集
自衛官として、国のために働
く人を各種募集しています。
■自衛官候補生（任期制隊員）
●受付期間 年間を通じて行っ
ています。
●応募資格 18歳以上33歳未満
の男女（32歳の者にあっては、
採用予定月の３カ月後の末日現
在、33歳に達していない者）
●試験日 受付時にお知らせし
ます。
■一般曹候補生
●受付期限 ５月15日
（水）
●応募資格 18歳以上33歳未
満の男女
（32歳 の 者 に あ っ て
は、採用予定月の末日現 在、
33歳に達していない者）
●試験日 受付時にお知らせし
ます。
問自衛隊宮城地方協力本部大河
原地域事務所
☎0224-53-2185

白石市議会議員選挙立候補予定者等
関係者説明会を開催します

自動車税の納付は
納期限内に！

任期満了に伴う白石市議会議
員一般選挙の立候補予定者等関
係者説明会を開催しますので、
立候補予定者などはご参加くだ
さい。
会場の都合上、出席者は立候

補予定者ごとに３人までとなり
ますのでご了承ください。
●日時 ５月27日（月）13:30 ～
●場所 市庁舎４階大会議室
問選挙管理委員会事務局
☎22-1315

健康料理講習会

景観計画に関する
説明会を開催します

保健師や栄養士による健康に
関する話とヘルシーメニューの
調理実習があります。３日前ま
でにお申し込みください。
●日時 ６月 ７ 日（金）
9:30～13:00ごろ
●場所 越河公民館
●持ち物 エプロン、三角きん、
米半合、材料代400円
問健康推進課 ☎22-1362
毎月第３日曜日は
「家庭の日」です
今月は５月19日 大人も子ど
ももスマホ OFF 。顔を見てお
話しましょう！

県と仙南地域の２市７町が連
携して取り組む「
（仮称）仙南
地域広域景観計画」の策定に向
けて、現在検討中の下記計画地
区案について説明します。
●計画地区
①白石城周辺地区
②小原温泉周辺地区
③鎌先温泉周辺地区
④七ヶ宿湖周辺地区
●日時 ５月９日（木）19:00 ～
●場所 中央公民館
※事前の申し込みは不要です。
問宮城県都市計画課
☎022-211-3132
tosikes@pref.miyagi.lg.jp

本年度の納期限は、５月31
日（金）です。納税通知書は５月
10日
（金）に発送予定となって
います。住所変更された場合や
５月中旬までに納税通知書が届
かない場合は、県税事務所へお
問い合わせください。
納付は金融機関、コンビニエ
ンスストア、インターネット（ヤ
フー公金支払い）などで納付す
ることができます。
問宮城県大河原県税事務所
☎0224-53-3111（代表）

第10回白石高等学校
吹奏楽部定期演奏会
●日時 ５月19日（日）
第１公演 13:00開演（12:30開場）
第２公演 17:00開演（16:30開場）
●場所 ホワイトキューブコン
サートホール
●料金 500円（当日券あり、
小学生以下無料）
こ だま
問同校吹奏楽部顧問 児玉
☎25-3154

令和元年度白石市総合防災訓練を実施します
開催日：６月９日
（日）
8:00～10:30

●訓練想定 震度６弱の地震が
発生したとの想定で訓練を実
施。午前８時にエリアメール（緊
急速報メール）、安心メール、
消防団積載車の警鐘で、市民に
対し震度６弱の地震発生をお知
らせし訓練を開始。被害想定は、
各地区や自主防災組織・自治会
単位などで土砂災害や住宅の倒
壊など地域の状況にあわせた被
害想定で実施をお願いします。
※エリアメールは、携帯電話の

場所：市全域

機種によっては受信できない
場合があります。
●訓練内容 各地区、各避難所
で話し合いを行い、訓練内容を
作成します。
①安否確認フラッグ活用訓練
平成27年度に全世帯へ配布
した安否確認フラッグ（
「無事
です」と印字された黄色い旗）
を訓練に取り入れ、安否確認の
実施をお願いします。
②運営班ごとに具体的な訓練計

画を作成し実施します。
③消防署・自衛隊員などによる
訓練（市が指定した避難所のみ
で実施）
④備蓄品を活用した訓練
●訓練の中止 訓練は小雨決行
です。訓練を中止する場合は午
前６時30分までに決定し、安心
メールのほか各地区本部長を経
由して各自主防災組織や自治会
に連絡します。
問危機管理課 ☎22-1452
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