
＜平成２３年２月以降の情報等を中心に掲示しています。＞ 

◆りふレ横丁◆ 
①一品料理「耕作」 ②「伊達菜味」 ③駅前ホ

ルモン「光」 ④こなもん屋「こむぎ」 ⑤焼き

鳥「とまれ」 ⑥海鮮料理「ひこばえ」 ⑦中国

家庭料理 「美満」 ⑧韓国料理店「かすみ」 

 
 

 

■東北楽天ゴールデンイーグルス ファーム情報 
 ◆２軍監督・コーチ等 

  監   督 87 仁村  薫  打撃コーチ 76 安部  理 

  投手コーチ 84 高村  祐  バッテリーコーチ 73 高浦 己佐緒 

  内野守備走塁コーチ 81 種田  仁  外野守備走塁コーチ 75 関川 浩一 

  育成チーフコーチ 85 広橋 公寿  育成コーチ 86 小坂  誠 

  育成コーチ 82 吉田 豊彦 

 

 ◆2011 ファーム試合日程：利府球場分◆ 

   ４月 ２日（土）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 北海道日本ハム 

 ４月 ３日（日）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 北海道日本ハム 

 ４月 ５日（火）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 東京ヤクルト 

 ４月 ６日（水）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 東京ヤクルト 

 ４月 ８日（金）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 巨 人 

 ４月 ９日（土）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 巨 人 

 ４月２０日（水）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 

 ４月２１日（木）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 



 ５月 ５日（木）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 埼玉西武 

 ５月２１日（土）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 

 ６月 １日（水）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 北海道日本ハム 

 ６月 ２日（木）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 北海道日本ハム 

 ７月 ９日（土）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 

 ７月１０日（日）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 

 ７月３０日（土）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 巨 人 

 ８月 ９日（火）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 埼玉西武 

 ８月１０日（水）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 埼玉西武 

 ８月２８日（日）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 埼玉西武 

 ８月３０日（火）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 横 浜 

 ８月３１日（水）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 横 浜 

 ９月２３日（金）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 

 ９月２４日（土）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 

 ９月２５日（日）13：00 楽天イーグルス ｖｓ 千葉ロッテ 

 

◎2011 楽天イーグルス２軍公式戦 ボランティア募集！！ 

  ■活動内容 駐車場整理、チケット・グッズ販売、会場整理、グラウンド整備、スコアボード

操作、音響操作など 
  ■活動期間 平成２３年４月から９月（公式戦日程による） 
  ■活動時間 午前８時～午後６時（予定） 
  ■活動場所 楽天イーグルス利府球場 
  ■募集期間 平成２３年２月１日～２月２８日 
  ■応募資格 楽天イーグルスを応援し、シーズン中５回以上参加できるボランティア活動に熱

意のある高校生以上の方。 
  ■申込方法 「イヌワシサポーターズ登録申込書」をイースタンリーグ利府町実行委員会まで

提出願います。（申込書は、町内の公共施設に設置してあるほか、町のＨＰから

のダウンロードできます。） 
   問合せ先 イースタンリーグ利府町実行委員会（利府町総合体育館内） 
        ☎356-6019 Fax767-1755 mail：sport6019@rifu-cho.com 
 
 



― 町からのお知らせ ― 
◆日曜開庁日 今月の日曜開庁日は、 

２月１３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 

 

◆平成２３年度町・県民税の申告について 

 ●受付日時：平日 平成２３年２月１０日（木）～３月１５日（火） 

          午前９時～午前１１時 午後１時～午後４時 

                 ※ 行政区ごとの受付になりますので、利府町の広報やホームページ等で日

程を確認願います。 

       夜間 平成２３年２月２８日（月）、３月１日（火） 

          午後６時～午後８時 

       土日 平成２３年３月１２日（土）、３月１３日（日） 

          午前９時～午前１１時 午後１時～午後４時 



  ■次の申告については、他の収入と併せて、最寄りの税務署で申告をしてください。 

   ①譲渡収入（土地・建物・株式等を売却して得た収入） 

   ②株式配当・報酬の申告 

   ③青色申告 

   ④消費税の申告 

   ⑤所得以外の申告 

●会  場：町民交流館 研修室 

 ●申告に必要なもの 

  ①印鑑 

  ②収入・所得等がわかる書類 

   ・給与、年金所得者の方は、原泉徴収票または雇用主からの給与等支払証明書（原本）。 

   ・農業、不動産及び営業等所得のある方は、収支内訳書を必ず提出してください。 

  ③各種控除を受けるための領収書・支払証明書 

   ・生命保険、個人年金保険料、地震保険料の支払証明書 

   ・社会保険料（国保税、後期高齢者保険、国民年金、介護保険）の領収書 

   ・医療費、雑損、寄付金控除等を受ける場合は、その領収書（証明書）等 

  ④障害者、勤労学生の方は、交付されている各種手帳・証明となるもの 

  ⑤還付金振込先口座の通帳（還付のある方） 

  ⑥税務署から送付された所得税の申告書（送付された方） 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先 財務課税務班 ☎７６７－２１１７ 

 

◆介護保険要介護認定調査員の募集 

 ●業務内容：介護保険要介護認定調査 

 ●雇用期間：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 

 ●募集人数：１人 

 ●勤務時間：午前９時～午後３時４５分 

 ●賃金等 ：月額 161,600 円、健康保険、雇用保険、厚生年金 

 ●募集期間：～平成２３年２月２８日（月）必着 

 ●資格要件 自動車運転免許を有し、介護支援専門員、看護師いずれかの資格を有している者又

は宮城県主催の介護認定調査員研修を平成２１年４月以降に受講している者 

 ●申込方法：履歴書１通（後日面接を行います） 

※ 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 

 

◆地域包括支援センター非常勤職員の募集 

 ●業務内容：高齢者世帯への訪問指導、介護予防事業等 

 ●雇用期間：平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日 

 ●募集人数：１人 

 ●勤務時間：午前９時～午後３時４５分 

 ●賃金等 ：月額 161,600 円、健康保険、雇用保険、厚生年金 

 ●募集期間：～平成２３年２月２８日（月）必着 

 ●資格要件 自動車運転免許を有し、看護師の資格を有している者で、簡単なパソコン操作がで

きる者 

 ●申込方法：履歴書１通（後日面接を行います） 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 



●問合せ先 地域包括支援センター ☎３５６－１３２８ 

 

◆利府児童クラブについて 

 ■平成２３年度入所児童の募集 

  小学校１年生から３年生までの児童を預かる「児童クラブ」の入所児童を募集します。 

  ●募集期間：平成２３年２月４日～３月１日 

  ●受付場所：子育て支援室窓口 

 ■平成２３年度からの運営について 

 ●運営事業者：特定非営利活動法人 みやぎ・せんだい子どもの丘 

  ●名称変更：留守家庭児童保育所 ⇒ 児童クラブ 

 ●定員変更：２６０人 ⇒ ２９０人 

 ●開所時間の変更：平日午後１時～午後６時 ⇒ 平日午後１時３０分～午後６時３０分 

  ●保育料：延長保育料金を廃止し、一律月額３，０００円 

※ 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室 ☎７６７－２１９３ 

 

◆自動交付機の利用について 

 ■自動交付機で取得できるもの 

  １ 住民票の写し（世帯全員・一部） 

  ２ 印鑑登録証明書 

  ３ 戸籍謄本・抄本・戸籍の附票（本籍が利府町にある方） 

  ４ 課税・非課税（所得）証明書 

 ■利用申請案内 

  平成２３年３月２７日（日）から生活環境課町民窓口班で手続きができます。 

  ●必要なもの 

   ・住民基本台帳カードまたは印鑑登録証（両方お持ちの方は、両方） 

   ・本人確認書類（免許証・パスポート等） 

   ・印鑑 

  ●利用申請にあたって 

   ・申請時に、暗証番号の登録を行います。 

   ・利用申請は、本人しかできません。 

 

 

■生涯学習関連からのお知らせ■ 

 ■おはなし会 
  ●と き：平成２３年２月９日（水）、２３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 
 

■小さな音楽会 
  ●と き：平成２３年２月２８日（日）１２：３０～１２：５５ 
  ●ところ：町民交流館 エントランスホール 
  ●出 演：「リーフ・ハーモニー」コーラス 
       童謡曲「青い眼の人形」ほか 
     ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●問合せ先 利府町公民館 ☎３５６－２１２５ 
 

■町民劇団「ありのみ」第１５回記念公演 
  ●と き：平成２３年３月１９日（土）午後 ６時３０分から 
            ３月２０日（日）午前１０時３０分から 
  ●ところ：利府町公民館 文化ホール 
  ●演 題：天までとどけー利府太鼓とともに― 
  ●料 金：５００円（チケットは２月中旬から販売します） 
     ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
  ●チケット販売・問合せ先 町民劇団「ありのみ」事務局（公民館） ☎３５６－２１２５ 
 

■図書館ボランティア講座 
  ●と き：平成２３年２月２１日（月）午後１時３０分～ 
  ●ところ：利府町公民館 ２階 研修室 
  ●内 容：絵本の読み聞かせなど 
     ※ 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 
 
 

■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２３年２月７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 

 

■スキー教室参加者募集 

 ●期 日：平成２３年 ２月２０日（日） 

 ●場 所：宮城蔵王「えぼしスキー場」 

 ●参加費：会員 大人 1,000 円 子ども 1,000 円 

     非会員 大人 3,000 円 子ども 1,500 円 

 ●受講料：1人 1,000 円 

 ●定 員：50 人 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●問合せ先 りふスポーツクラブ事務局 ☎080-3143-9977 

 

■学校開放事業の２３年度登録受付及び説明会について 

  町内の小中学校の体育館及び校庭を開放します。 

  利用するには、あらかじめ登録等の手続きが必要になります。 

●受付期間：平成２３年２月１日～２８日 

 ●受付場所：総合体育館窓口（申請書も総合体育館にあります） 

 ●説明会 

     平成２３年２月２８日（月）午後７時から 

     勤労青少年ホーム講習室 

 ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●問合せ先 利府町総合体育館 ☎３５６－６０１９ 

 

 

■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２３年２月８日（火）、１８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 

 

 ■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。 

 

■「認知症介護家族のつどい」参加者募集 

  ●と き：平成２３年３月１日（火）午前１０時～午後１時 

  ●ところ：保健福祉センター 

  ●対 象：町内に住んでいる認知症の高齢者を介護している方 

  ●内 容：脳トレーニングの紹介、情報交換など 

  ●申 込：平成２３年２月２１日（月）までに保健福祉センター窓口に直接、または電話でお

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 

福祉班・健康づくり班・地域包括支援センター☎３５６－１３３４・１３３５ 
 
 

― 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 

 

◆ちびっこ探検学校ヨロン島参加者募集 
 （財）国際青少年研修協会では、「第３５回ちびっこ探検学校ヨロン島」の参加者を全国から

募集します。 
●と き：平成２３年３月２７日（日）～４月２日（土）６泊７日 
●ところ：鹿児島県大島郡与論町 
●費 用：１４３，０００円 
●募集人数：日本人 小学生 ２００人 
       在日外国人 小学生 １１０人 
 ●申込締切：平成２３年３月７日（月）先着順 
 ●説明会：平成２３年２月２０日（日）午後５時～午後６時 
      フォレスト仙台 

  ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
 ●資料請求・申込み・問合せ先  

財団法人国際青少年研修協会 ☎０３－６４５９－４６６１ http://www.kskk.or.jp 
 

◆利府町社会福祉協議会職員募集 

 ■社会福祉士：正職員 

  ●募集人数：１人 
  ●業務内容：利府町内の地域福祉に関する業務全般 
  ●勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分（月～金曜日勤務） 
  ●給  与：本会の給与規程に基づく 
  ●応募資格 ①社会福祉士の資格を有する方 ②普通自動車免許 
  ●試験方法：小論文試験及び面接試験 

■ケアマネージャー：常勤嘱託職員 

●募集人数：１人 
  ●業務内容：利府町内の利用者に対するケアマネージャー業務 
  ●勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分（月～金曜日勤務） 
  ●給  与：本会の給与規程に基づく 
  ●応募資格 ①介護支援専門員の資格を有する方 ②普通自動車免許 
  ●試験方法：小論文試験及び面接試験 
 
 ◆募集期間：平成２３年２月７日（月）～２３日（水） 
       受付時間 午前９時から午後５時（土日祝日は除く） 
 ◆申込方法：履歴書及び資格証明書の写し 
  ※ 詳しくは、直接ご確認ください。 
 ◆申込み・問合せ先 利府町社会福祉協議会 千葉 



           〒981-0104 利府町中央２丁目１１－１ ☎３５６－９０６０ 
 
 

― 各種イベント情報 ― 
◆利府町海産物収穫祭 

●日 時：平成２３年３月６日（日）午前９時から午後２時 

●場 所：利府町役場駐車場 特設会場 

●内 容 海産物直売コーナー、野菜直売コーナー、鍋コーナー等 

     メカブのつかみ取り大会、利府クイズ大会等 

※ 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） 

 

◆加瀬沼白鳥ふれあいまつり 

●日 時：平成２３年２月１３日（日）午前１０時から午後１時 

●場 所：モリリン加瀬沼公園 

●内 容 凧揚げ、ペタンク、ミニ SL 等 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先 地域整備課産業経済班 ☎７６７－２１２０ 

 

◆子育てセミナー講演会 

●日 時：平成２３年２月１３日（日）午前１０時３０分～正午 

●場 所：利府町保健福祉センター 

●内 容：「生まれてきてくれてありがとう パート４」 

     講師 拓桃医療療育センター小児科 田中 総一郎氏 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先 子育て支援ボランティアグループ「ミックスジュース」 ☎３５６－６８３２ 

 

◆看護師復職支援セミナー 

●日 時：平成２３年２月２０日（日）午前９時３０分～午後０時３０分 

●場 所：加瀬ウェルネスタウン 

●対 象：看護師、准看護師免許をもち、復職を考えている方 



●内 容：講演 山形大学医学部 田中 幸子氏 

        復職に向けたプロセスの解説、ブランクから復職した方の事例報告など 

※ 詳しくは、直接ご確認ください。 

●問合せ先 加瀬ウェルネスタウン復職セミナー事務局 ☎３４９－１７１７ 

 

 

―グランディ・２１（宮城県総合運動公園）の主な催し物― 

◆総合体育館（セキスイハイムスーパーアリーナ） 
○２３年２月３日（木）～６日（日） 
             全国高校選抜ハンドボール、東北高等学校ハンドボール選抜大会 
○２３年２月１１日（金） 毎ナビＥＸＰＯ 
○２３年２月１２日（土） ベガルタカップ 
○２３年２月２０日（日） 宮城県民体育大会バレーボール 
○２３年２月２５日（金）～２７日（日） 
             全日本室内選手権大会（インドアアーチェリー競技会） 
○２３年３月９日（水）  全国縦断にっぽん演歌の夢祭り２０１１仙台公演 

 

◆総合プール 
○２３年２月２０日（日） 宮城県ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 
○２３年２月２７日（日） 宮城県ＡＡ級春季水泳大会 
 
●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 
 

◆その他 

○２３年３月２１日（月） 楽市楽座フリーマーケット 
 
■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 
 
 


