「自治宝くじ」を活用して地域づくりを推進

八宮自治会と白石市小下倉自治会が「令和２年度自治宝くじコミュニティ助成事業」に採択
問企画情報課
宝くじの受託事業収入を財源
とした一般財団法人自治総合セ
ンターの「令和２年度コミュニ
ティ助成事業」に、本市の「八
宮自治会」と「白石市小下倉自
治会」が採択されました。
八宮自治会
●活動紹介 八宮自治会は、八
宮生活センターを拠点に活動を
行っています。さまざまな事業
をセンターで実施しており、そ
れに伴いセンターの利用頻度は
非常に高くなっています。
地区の環境資源保全活動や、
自治会活動により、住民同士の
交流が盛んに行われ、地域の活
性化が図られています。
今回の助成事業を、これから
のコミュニティ活動に最大限生
かしていきます。

健康講習会
保健師による感染症の話や栄
養士による血圧と減塩の話があ
ります。どなたでも参加できま
すので、ぜひご参加ください。
本年度調理実習はありません。
●日程・場所
11月６日（金）不忘研修センター
11月10日（火）健康センター
●時間 10:00 ～ 11:30
●申込方法 開催日の３日前ま
でに申し込みください。当日は
筆記用具を持参で参加ください。
問健康推進課 ☎22-1362
毎月７日は「白石温麺の日」
白石温麺を食べましょう！
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●助成額 240万円
●助成内容 エアコン設置、折
りたたみテーブル、折りたたみ
イスなど

▲新調したテーブルで会議をする地区民

白石市小下倉自治会
●活動紹介 白石市小下倉自治
会は、白石地区でも小さな自治
会です。高齢化率は60％を超え
ていますが、さまざまな地区の
イベントを通して地域コミュニ
ティの活性化を図っています。
毎年社会福祉協議会や、地元
婦人防火クラブと協力し、ふれ

（公財）白石市文化体育
振興財団臨時職員募集
●採用人員 若干名
●勤務場所 財団管理施設
●勤務内容 施設の維持管理・
清掃・受付案内
●応募資格
・市内在住の方
・満55歳～ 64歳までの健康な方
●面接日 申し込み受付後に連
絡します。
●申込方法 履歴書を財団事務
局に提出してください。
●申込期間
11月２日
（月）
～ 30日
（月）
8:30 ～ 17:00
（水曜日除く）
問
（公財）
白石市文化体育振興財
団事務局
（ホワイトキューブ
内） ☎22-1290

☎22-1324

あいサロン事業を実施してお
り、七夕とクリスマスには地域
の子どもからお年寄りまでが集
まり交流する「さわやか楽校」
を行っています。
今回の助成事業を、これから
のコミュニティ活動に最大限生
かしていきます。
●助成額 250万円
●助成内容 エアコン設置、テ
レビ、冷蔵庫、テントなど

▲新調したブルゾンを着用して清掃活動
をする地区民

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カ月分以上。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15戸、２号棟20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

市営住宅入居者募集

自衛官候補生等募集

■市営緑が丘住宅 C-403
●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 緑が丘二丁目 地内
●間取り ３DK・57.00㎡
●家賃 13,100円～
●受付期間
11月2日（月）～ 10日（火）
※受付期間に応募がない場合、
11月16日（月）～ 24日（火）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。
●その他
応募者多数の場合は抽選とな
ります。応募がない場合ホーム
ページなどで再募集することが
あります。
他にも、募集を行っている住
宅があります。
手続きについてなど詳しい内
容については担当までお問い合
わせください。
問建設課 ☎22-1326

①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。
●資格 18歳以上33歳未満の
者（32歳の者は、採用予定月
１日から起算して３月に達する
日の翌月の末日現在、33歳に
達していない者）

健診結果相談会
健診結果を見て、生活改善を
何から始めてよいか分からない
方へ保健師、管理栄養士が個別
面談を行います。
ぜひ申し込みください。
●日時 11月19日（木）
9:30 ～ 15:30
●場所 介護予防センター
●定員 先着16人
●受講料 健康診断の結果、筆
記用具
●申込方法 電話で申し込みく
ださい。
問健康推進課 ☎22-1362

●試験日 第６回自衛官候補生
試験 12月12・13日（内１日）
②陸 上自衛隊高等工科学校生
徒（一般）
●受付期限 令和３年１月６日
（水）まで
●資格 男子で中卒（見込含）
17歳未満の者
●試験日 １次 令和３年１月
23日（土）
問自衛隊宮城地方協力本部大河
原地域事務所
☎0224-53-2185

第18回市民・小学生
シャフルボード大会参加者募集
シャフルボードは、スコアが
記されたコート上を、キューで
円盤をシュートし、得点を競う
スポーツです。
●日時 12月20日（日）8:30 ～
●場所 中央公民館
●種目 ダブルス（２人一組）
●募集人員 市民の部、小学生
の部それぞれ30組以内
●参加費 無料
●申込方法 各学校や各公民館
などに用意している申込用紙に
記入し、中央公民館まで提出し
てください。
●申込期限 12月14日（月）
※新型コロナウイルス感染症の
状況により中止となる場合が
あります。
問生涯学習課 ☎22-1343

ことりハウス
イベント参加者募集
■子どもハイキング
●日時 11月22日（日）
10:00 ～ 12:00
●参加料 200円
●募集人員 15人（予約不要）
■クリスマスリース作り
自由な飾りつけでオリジナル
リースを作りませんか
●日時 11月29日（日）
10:00 ～ 12:00
●参加料 1,000円
●募集人員 15人（要予約）
※新型コロナウイルスの感染状
況により、日程など変更とな
る場合もあります。詳しくは
お問い合わせください。
問宮城県蔵王野鳥の森自然観察
センター ことりはうす
☎0224-34-1882

ポリテクセンター宮城
公共職業訓練受講生募集
●募集訓練科名（定員）
【多賀城実習場】 ①電気・通信施工
技術科（15人） ②ビル設備サービ
ス科（18人） ③住宅リフォーム技
術科（18人） ④情報ネットワーク
技術科（20人：企業実習付きコース、
ビジネススキル講習付きコース）
●訓練期間
【多賀城実習場】 ①～③６カ月
令和３年１月22日（金）～７月
16日（金）
④７カ月 令和３年１月22日
（金）～７月26日（月）
●受講料 無料（テキストや作
業服代は自己負担）
●募集期間 11月13日
（金）
から
12月24日（木）までに居住地を
管轄するハローワークを通して
お申し込みください。
問ポリテクセンター宮城
多賀城実習場 ☎022-362-2454
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