
＜平成２２年１２月以降の情報等を中心に掲示しています。＞ 

◆横丁通信（りふレ横丁）◆ 

  韓国料理店「かすみ」がオープンしました！！ 

  ：営業時間 昼間 午前１１時から午後２時、夜間 午後５時３０分から１２時 

   定休日 当分の間は、休みません。 

   メニュー  キムチ料理、韓国焼肉、石焼ビビンバ、冷麺、その他 

  ●他の屋台 

   「一品料理 耕作」、「伊達菜味」、「駅前ホルモン 光」、「こなもん屋 こむぎ」 

   「焼き鳥 とまれ」、「海鮮料理 ひこばえ」、「中国家庭料理 美満」 

 

 
― 町からのお知らせ ― 

◆日曜開庁日 今月の日曜開庁日は、 

１２月１２日（日）午前９時～午後１時 

①住民票、戸籍謄本・抄本、印鑑登録・証明書の発行 

②税務関係諸証明、町税納付、納税相談 

③転入・転出異動届並びに付随する諸手続き 

 を行っています。 

  ※詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●問合先  生活環境課町民窓口班 ☎７６７－２１１８ 

 

◆町民バス料金が平成２２年１０月１日から１００円になりました！！ 

●新料金（１０月１日から） 

    ①一  般：１００円 

    ②小中学生： ５０円 

    ③障害者等： 無 料 

 ○障害者手帳等をお持ちの方は、無料になります。 

  ・障害者手帳等及び減免乗車証（役場での手続きが必要）を提示願います。 

 ○運転免許返納者に対しては、次の手続きにより１年間に限り無料になります。 

  ・減免申請書へ運転免許返納時に交付される「運転経歴証明書」を添付し手続きしてくださ

い。 

  ※詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●問合せ先 企画課まちづくり推進班 ☎７６７－２１１３ 

 

 



◆小・中学校徴収金（教材費・部活動費等）支援事業 

 ●対象者：本町に住民登録している児童生徒 

 ●支援額：児童・生徒 １人 5,000 円/年 

 ●支援方法 

   各小・中学校に対象児童生徒分を一括支給しますので、申請等の必要はありません。 

   ※ 委託児童・私立学校、県立支援学校等については、保護者に支給しますが、手続き等は

後日お知らせいたします。 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先  教育総務課学校教育班 ☎７６７－２１２４ 

 

◆住宅用太陽光発電システム設置費補助制度 

●補助対象：居住する（予定も含む）住宅に太陽光発電システムを設置する個人 

 ●対象内容 

     ① 対象システムの工事契約日が平成２２年４月１日から平成２３年１月３１日で、平 

      成２３年３月３１日までに実績報告書を提出できること。 

     ② 発電された余剰電力を電力会社に売電できるもの 

     ③ 大出力１０kw 未満であること 

     ④ 中古品でないこと 

 ●補助金額：１kw あたり 35,000 円（上限 125,000 円） 

 ●補助件数：２０基 

●申請受付：平成２２年４月１日～平成２３年１月３１日 

      平日 午前８時３０分～午後５時１５分 

      生活環境課町民生活班で受付します。（電話では受付しません） 

      申請書等については、町のホームページをご利用ください。 

   ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先  生活環境課町民生活班 ☎７６７－２１１９ 

 

◆理・美容店サービス及び温泉施設利用料金の一部助成事業 

 ●対象者：本町に居住している７５歳以上の方（昭和１０年４月１日以前生まれ） 

 ●助成額：５００円券 ２枚（寝たきりの方は 1,000 円券２枚） 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先  保健福祉課長寿介護班 ☎３５６－１３３４ 

 

 

■生涯学習関連からのお知らせ■ 

 ■おはなし会 
  ●と き：平成２２年１２月 ８日（水）、２２日（水） 
       午前１１時（幼児対象） 
       午後 ３時（幼稚園児、小学生対象） 
  ●ところ：図書館児童書コーナー 
   ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●問合せ先  利府町図書館 ☎３５６－２１３０ 
 



 ■図書の「インターネット予約」をはじめました 
   パソコンや携帯電話からインターネットを通じて、予約ができるようになりました。 
   利用する際は、「インターネット予約登録申請」が必要です。（利用者カードとメールアドレ

スを持参のうえ、図書館で手続きしてください） 
   ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●問合せ先  利府町図書館 ☎３５６－２１３０ 
 

■平成２３年成人式のご案内 
  ●と き：平成２３年 １月 ９日（日）午前１０時～ 
  ●ところ：利府町総合体育館 
  ●新成人のみなさんへ 
    対象者（住民登録されている方：平成２年４月２日～平成３年４月１日生まれ）には、案

内状を送付します。 
   ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●問合せ先  生涯学習センター ☎７６７－２１２５ 
 
 

■スポーツ振興関連からのお知らせ■ 

 ■屋内温水プール、講習会の予約 

  ●受  付：毎月１日から講習日の前日まで 

午前８時３０分～午後８時 

  ●対  象：高校生以上 

  ●申込先 ：屋内温水プール窓口 

        免許証サイズの写真２枚が必要 

  ●定  員：１０人 

  ●講習時間：１時間３０分 
  ●受講料 ：５００円（講習日にお持ちください） 
  ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●問合せ先  利府町屋内温水プール ☎３５６－０４６１ 

 

 ■無料開放日（屋内温水プール、トレーニング室） 

●開放日：平成２２年１２月 ６日（月） 

     町内の６５歳以上の方が無料で利用できます。 

   ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●問合せ先  生涯学習課スポーツ振興班 ☎３５６－６０１９ 

 

■屋内温水プールの休館 

 ●プール     平成２２年１２月１３日（月）～平成２３年 １月 ４日（火） 

 ●トレーニング室 平成２２年１２月１８日（土）～平成２３年 １月 ４日（火） 

 

 

■保健福祉センターからのお知らせ■ 



 ■母子健康手帳交付と妊婦面接 

  ●と き：祝日を除く毎週金曜日 

  ●ところ：保健福祉センター 

  ●受 付：午後１時～午後１時３０分 

  ●持ち物：妊婦届 

 

■「プレママひろば」に来ませんか？ 

  ●と き：平成２２年１２月１７日（金）午後１時３０分～午後３時 

  ●ところ：保健福祉センター 

  ●持ち物：母子健康手帳 

 

 ■脳検診助成事業を実施します 

  ●対象者 ：昭和１６年４月２日から昭和３１年４月１日 

  ●申込期間：平成２２年１２月２４日（金）まで 

  ●実施期間：平成２２年５月１日（土）～平成２３年３月２５日（金） 

  ●助成内容：一律 5,000 円の助成 

        ただし、健康保険証を使って検診を受けた方は助成の対象になりません。 

  ●受診方法：事前に保健福祉課へ助成の申込をしたうえで、医療機関に各自予約し受検になり

ます。 

 

■献血車がやってきます 

  ●と き：平成２２年１２月２４日（金） 

  ●ところ 

   ・保健福祉センター：受付 午後１時～午後４時３０分 

 

■高齢者の季節性インフルエンザ予防接種 

   町では、予防接種法に基づき、満６５歳以上の方でインフルエンザの予防接種を行う方へ一

部公費負担を行っています。 

   事前に申し込みをされた方へは、９月下旬頃に接種票が郵送されます。 

   なお、接種後の助成の申込みは対象外となります。 

  ●対象者 

   ①平成２３年１月３１日時点で満６５歳以上の方 

   ②６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能障害 

  ●接種期間：平成２２年１０月１日～平成２３年３月３１日 

  ●接種方法：塩釜医師会指定医療機関で個別接種 

  ●料  金：４，０００円のうち２，０００円を助成します。 

  ●申込方法：保健福祉センター窓口又は電話にてお申し込みください。 

 

   ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●問合せ先 保健福祉センター（保健福祉課） 

福祉班・健康づくり班 ☎３５６－１３３４・１３３５ 
 



■子育て支援関連からのお知らせ■ 

■にこにこ広場 

●と き：平成２２年１２月１４日（火）午前１０時～午前１１時 

   ●ところ：菅谷台保育所 

●対 象：乳幼児と保護者 

●内 容：保育所開放 

 

■管理栄養士の「楽しく食べよう！」 

●と き：平成２２年１２月 ８日（水）午前１１時～午前１１時５０分 

        生涯学習センター 

●と き：平成２２年１２月１５日（水）午前１１時～午前１１時５０分 

     ペア・きっず 

●対 象：乳幼児の保護者 

●内 容：子どもの食・健康に関する相談 

 

■あそぼうたんぽぽキッズ「お外であそぼう」 

●と き：平成２２年１２月 ２日（木）午前１０時～午前１１時３０分 

●会 場：生涯学習センター 

●対 象：２歳１ヶ月から就学前の幼児と保護者 

 

■平成２３年４月認定こども園が開園！ 

しらかし台こども園（しらかし台４丁目３－１）の概要 

 ●長時間利用児：利府第二おおぞら保育園（平成２３年４月開園） 

  ・該当年齢：０～５歳児 

  ・入園基準：保育に欠ける子ども 

  ・定  員：３０名 

  ・開園日 ：月～土曜日 8：30～17：30 

        延長保育 月～金曜日 17：30～19：00、土曜日 17：30～18：00 

        休園日 日曜日、祝日、12 月 29 日～1月 3日 

 ●短時間利用児：利府第二おおぞら保育園 

  ・該当年齢：３～５歳児 

  ・入園基準：基準なし 

  ・定  員：１２０名 

  ・開園日 ：月～金曜日 8：30～14：30（第２水曜日 8：30～11：30） 

        預り保育 14：30～18：00（別途料金） 

        休園日 土曜日、日曜日、祝日、夏休み、冬休み、春休み 

  ・保育料 ：保育料 19,500 円+給食費 5,000 円＝24,500 円 

  ・申込先 ：利府第二おおぞら幼稚園（３５６－５９７０） 

  ・申込方法：入園願書平成２２年１０月１日配布、平成２２年１１月１日受付 

 

■平成２３年度認可保育所入所申込について 

    ●申込資格 



      町内に居住または居住見込で、家庭での保育ができない生後６ヶ月から就学前の乳幼     

     児 
    ●申込期間 
     ・平成２３年４月～６月入所希望の方：平成２２年１２月１日～２４日 

・平成２３年７月以降入所希望の方 ：平成２３年４月１日以降随時受付 
    ●入所申込方法 
      「平成２３年度認可保育所入所案内」で必要書類を確認のうえ、子育て支援室窓口へ

直接お申し込みください。 
 

■ちっちゃい劇団保育所公演 

●平成２２年１２月 ９日（木）ペアきっず 午前１０時３０分～午前１１時 

●対 象：１歳６ヶ月～就学前の幼児と保護者 

 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●問合せ先 子育て支援室 子育て支援班 ☎７６７－２１９３ fax７６７－２１０８ 

 
 

― 各種募集等の情報 ― 
◆国際交流協会会員及びホストファミリーを募集してます！ 

 国際交流協会では、随時会員を募集しています。 
 また、留学生や海外の高校生を町内に招いての短期ホームステイを実施しており、ホストファミ 
リーを引き受けてくださる方も募集しています。 
●主なイベント ・青少年ホームステイ事業（韓国の高校生との交流） 
        ・みやぎのふるさとふれあい事業（県内在住の留学生との交流ショートステイ） 

 ●協会会員   個人会員 ３，０００円／年 
         高校生以下・外国籍の方は無料 
 ●ホストファミリー   町内在住で、ホストファミリーに登録していただける方 
  ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●問合せ先  利府町企画課まちづくり推進班 ☎７６７－２１１３ 
 

◆ジュニアリーダー「十符っ子」 メンバー募集！！ 
ジュニアリーダー「十符っ子」では、一緒に活動するメンバーを募集しています。 
定例会を開催しているので遊びにきませんか？ 
●募集対象：町内に居住の中学生、高校生 
●定例会：と き：第２・４土曜日 午後２時～ 
     ところ：生涯学習センター スタッフルーム 

  ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●問合せ先 利府町生涯学習センター ☎７６７－２１２５ 

 
 

― 各種イベント情報 ― 
◆冬の表松島・馬の背と浜の旬 



●日 時：平成２３年 １月２３日（日）雨天決行 

 ●参加費：２，３００円（昼食代、諸費用含む） 

 ●集 合：午前１０時２０分 仙石線陸前浜田駅 

 ●定 員：２０名 

●コース 利府町観光ボランティアガイドがご案内いたします。 

     陸前浜田駅 10：30 出発⇒浜田洞窟遺跡⇒瑞鳳ヶ丘⇒櫃ヶ沢遺跡⇒海の桟橋・馬の背 

     浜田カキ小屋（昼食）⇒陸前浜田駅 13：50 着 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先 ＮＰＯ法人利府町観光協会 ☎３５６－３６７８（平日 9：00～16：00） 

 

◆十符の里さんぽみちと海産物収穫祭を楽しもう 

●日 時：平成２３年 ３月 ６日（日） 

●集 合：午前９時３０分 利府駅集合（雨天決行） 

●参加費：１，２００円（昼食代、諸費用含む） 

●募集数：３０名  

●コース 利府町観光ボランティアガイドがご案内いたします。 

     利府駅 9：40 出発⇒海産物収穫祭会場⇒八幡神社⇒郷土資料館⇒三里庵（昼食） 

     鼻取地蔵⇒長龍寺・三十三観音⇒利府駅 13：50 着 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先 ＮＰＯ法人利府町観光協会 ☎３５６－３６７８（平日 9：00～16：00） 

 

◆クリスマスキッズギャラリーを開催 

●日 時：平成２２年１２月２２日（水）～２６日（日） 

 ●ところ：町民交流館 研修室 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先 生活環境課町民生活班 ☎７６７－２１１９ 

 

 

―グランディ・２１（宮城県総合運動公園）の主な催し物― 

◆宮城スタジアム 
 ○２２年１２月１９日（日） 全日本女子サッカー選手権大会 
 ○２２年１２月２３日（木）～２６日（日） 
               日本陸連ジュニア U-18 ジュニア強化研修合宿 
  

◆総合体育館（セキスイハイムスーパーアリーナ） 
○２２年１２月 ４日（土）～ ５日（日） 

宮城県中学校新人バスケットボール選抜大会 
○２２年１２月１２日（日） 関ジャニ∞ ライブツアー 
○２２年１２月１８日（土） GRAY LIVE TOUR 2010-2011 
○２２年１２月２３日（木）～２５日（土） 
              宮城県高等学校ソフトテニスインドア大会兼 
              全日本高等学校選抜ソフトテニス大会宮城県予選会 
○２２年１２月２６日（日）～２８日（火） 



              宮城県民大会バスケットボールジュニアの部兼 
              全国ミニバスケットボール大会宮城県予選 

 

◆総合プール 
●スクーバダイビング ライセンス取得キャンペーン 
 と き：講習日時については、各自ご相談のうえ決定します。 
 対 象：１０歳以上の健康な方 １０人 
 費 用：講習料等はお問い合わせください。 

・問合せ先：宮城県総合運動公園（グランディ・２１）菊地 ☎３５６－１１２２ 
 

◆宮城県サッカー場 
○２２年１２月 ４日（土）～ ５日（日） 

宮城県サッカーリーグ入替戦 
○２２年１２月１２日（日） 宮城県サッカーリーグ入替戦 
 
■グランディ・２１ボランティアの募集 

  ・ボランティア活動内容：各種イベントの運営補助事業、スタジアムの見学案内等 
  ・応募資格：経験の有無、年齢、性別など関係ないボランティアです 
  ・申込方法：名前、住所、電話番号を記入のうえ FAX で連絡ください 
        FAX７６７－１０８０ 

 
●問合せ先：宮城県総合運動公園（グランディ・２１） 

       ☎３５６－１１２２ fax３５６－１１２３ 
 
 


