
平成25年4月21日執行
東松島市長選挙・東松島市議会議員一般選挙のお知らせ

投票区 投票所 行政区など
第1投票区 上町地区集会所 上町一、上町二、上町三、駅前、北区官舎

第2投票区 矢本西市民センター 河戸、四反走、西新町、上河戸一、上河戸三、
上河戸四、道地の一部、立沼

第3投票区 矢本保健相談センター 上河戸二、若葉、大溜、

第4投票区 矢本東市民センター 下町一、下町二、下町三、下町四、下町五、東大溜、
作田浦、下浦

第5投票区 関の内地区学習等供用施設 関の内一、関の内二、関の内三、浜須賀、南浦宿舎、
自衛隊、矢本運動公園内仮設住宅

第6投票区 鹿妻地区学習等供用施設 鹿妻一、鹿妻二、道地の一部
第7投票区 小松地区学習等供用施設 上小松、沢田、前里、手招、前柳
第8投票区 農村婦人の家 下小松、谷地、五味倉
第9投票区 大曲地区学習等供用施設 貝殻塚一、貝殻塚二、貝田、筒場

第10投票区 横沼地区学習等供用施設 
上納、横沼東、横沼西、横沼一、
横沼二(矢本運動公園内仮設住宅除く)、
高田、上浜一、上浜二、上浜三、下浜一、下浜二

第11投票区 上区生活センター 照井、御下　
第12投票区 北赤井地区学習等供用施設 中東、寺、六槍
第13投票区 下区生活センター 八幡、裏、横関

第14投票区 南赤井地区学習等供用施設 南一、南二、南五、南六、南新一、南新二、南三、
新川前、南四、南緑、柳西

第15投票区 柳地区集会所 柳北、柳上、柳下

第16投票区 大塩市民センター 表（グリーンタウンやもと仮設住宅含む)、中、
小分木、大島

第17投票区 塩入担い手センター 小松台、塩入、裏一、裏二
第18投票区 小野地区学習等供用施設 小野上、小野下、根古、高松、新田
第19投票区 西福田下集会所 西福田下、西福田上、肘曲
第20投票区 川下公民館 上下堤、川下(ひびき工業団地仮設住宅含む)
第21投票区 牛網地区学習等供用施設 往還上、往還下、平岡

第22投票区 野蒜市民センター
(野蒜小学校校庭内)

浅井、中下、新町、亀岡東、亀岡西、亀岡南、洲崎、
東名元場、東名新場、新東名北、新東名南、大塚

第23投票区 宮戸小学校 里北、里南、月浜、大浜、室浜
※郵送された投票所入場券に記載された投票所で投票してください。

全投票所（投票区）一覧

蔵しっくパークからのお知らせ
■問・申し込み 蔵しっくパーク ひと・まち交流館 ☎・FAX84-1770
 ふれ愛情報プラザ ☎84-2011・FAX84-2015

内容 日時 受付開始日 材料費 参加費 定員 持ち物

ちぎり絵
【稚児兜ちごかぶと】

講師：三浦寛衣
4月17日（水）
10時～12時

4月6日（土）
9時～ 1,200円 100円 5人 はさみ・おしぼり・

鉛筆・目打ち

着物とお茶を楽しむ会
講師：小島光代

4月20日（土）
10時～13時

4月9日（火）
9時～

1,000円
（お菓子付） 100円 15人 着物一式

初級つるし飾り
【のぼり鯉】

講師：佐々木比呂美
4月25日（木）

13時30分～16時
4月10日（水）

9時～ 1,600円 100円 なし ボ ンド･は さ み･両 面
テープ（5㍉幅）･手芸綿

詩吟
講師　瑞祥流皆伝指導師範 

宇都宮瑞珖
4月23日（火）
10時～12時

4月18日（木）
9時～ 300円 100円 10人 筆記用具

桜の花びらコースター
講師 吉田富子

5月2日（木）
9時30分～12時

4月19日（金）
9時～ 400円 100円 15人 裁縫道具

くらっぱ蔵部 定員になるまで受付しています。必ず一人毎に電話で申し込みください（☎84-1770）。

　　　　　　　　

■チャレンジショップ （1階）　10時～16時、日曜休館
■問・申し込み　☎98-6061　FAX98-6062

「あったかいホール」
開館時間のお知らせ

★山に行く人このゆびとまれ
■日時　①蔓

つ る

採
と

りー4月15日 (月）10時～　籠
か ご

編
あ

みー4月17日（水）9時30分～
　　　　②蔓採りー4月22日 (月）10時～　籠編みー4月24日（水）9時30分～
■場所　あったかいホール集合　■参加費　各300円　■定員　各10人程度
★布ぞうり　■日時　4月24日（水）・5月11日（土）13時～16時　■受講料　無料　■材料費　500円

手作りチャレンジクラブ

○はじめてのデジカメ
■日時　4月24日(水)･25日(木) 10時～12時
■内容　コンパクトデジカメの電源やピント撮影　
PCへの取り込みと印刷までゆっくり学びます　　

〔ご自身のデジカメを持参ください。お持ちでない方
は貸し出します(CanonIXY) 〕
■受講料　 2,300円（テキスト込）　　■定員　10人

ふれ愛情報プラザからのお知らせ 【4月23日9時から受付の講座】
　各講座定員10人、先着順。
○初級ワード 
■開催日　5月14日(火)～17日(金)9時30分～12時
■受講料　2,000円（テキスト1,260円）
■対　象　18歳以上で簡単な文字入力ができる方
　基本の文章入力、サイズ変更、表の作成、イラスト写
真の入れ方などワード機能の基本を学びます。ワード
はワープロソフトとして仕事でよく使われるソフト
です。
○使って便利インターネット体験　
■開催日　5月21日(火)10時～16時
■対　象　18歳以上の方で簡単な文字入力ができる方
■受講料（テキスト込）　2,000円
　便利な世界を体験してみよう。地図検索、仮想
ショッピング体験、セキュリティについてなど。
○デジカメステップアップ　
■開催日　5月22日(水)、23日(木)10時～12時
■対象　デジカメをお持ちの方
■受講料（テキスト込）　2,300円
　デジカメで撮ったデータをPCへ保存しCD-Rへコ
ピーする方法や整理の方法。明るさやサイズ変更など

ふれ愛情報プラザ・利用に関するお願い
　電力料金の高騰や省エネに対応するとともに復
興事業推進に貢献するため、情報サービス室とテレ
1・2のインターネット利用時間を、下記のとおり変
更しますのでご理解ご協力をお願いします。
　火～土曜日…9時～17時30分
　日曜日・祝日…9時～17時

■日時　6月16日（日）10時～15時
■場所　蔵しっくパーク（ふれあい広場・駐車場）
■内容　フリーマーケット（30ブース）　
■出店料　500円
■申し込み　4月23日（火）9時より電話受付開始 ※先着順。
※詳細は、後日お知らせします。

～環境セミナーエコ実践塾～
「くらっぱのとっておき市＆とっておきの音楽祭」 〈イベント予告〉

　あったかいホール（１階のチャレンジショップ）では、
地元の旬の野菜や手作り小物を販売しています。ぜひ
遊びに来てください

からのお知らせ

瀬戸内からの応援歌 ふくやま日本歌曲塾ボランティアグループ
「歌のきずな」ピアノ贈呈式&記念コンサートのお知らせ

■日時　4月27日（土） 
　贈呈式:13時30分～、コンサート:14時開演
■場所　大曲市民センター　※入場無料。
■主催　大曲まちづくり協議会
■共催　ふくやま日本歌曲塾
■協力　シュテルネンコール矢本、大曲童謡愛好会
■問　大曲市民センター　☎82-5965

　震災直後、モンゴル民族文化基金と在京東松島会は炊き出し支援を
行いました。炊き出し支援を行った同じ場所で、東松島の皆さんを元気
にするイベントを開催します。
■日時　5月6日（月・振休）12時～14時　
■場所　矢本東小学校　※校庭内は駐車禁止です。
■主な内容　モンゴル民族楽器の馬

ば と う き ん

頭琴の演奏やモンゴル唄の披露、
　ミニブフ大会（モンゴル相撲大会）の開催、モンゴル衣装の紹介など
■主催　モンゴル民族文化基金、在京東松島会
■問　在京東松島会事務局　櫻井政文　☎090-3512-3485

モンゴル民族文化基金 被災地への再訪問イベントのお知らせ

　東松島市長選挙・東松島市議会議員一般選挙が、下記の日程で執行されます。
　今回の選挙では、東松島市長選挙と東松島市議会議員一般選挙の2つの投票
が行われます。
※いずれの選挙も、立候補者が定員を超えない場合は無投票となります。
　投票日当日、投票所で投票できない方は、期日前投票を利用ください｡
　この選挙は、ふるさと東松島の復興と創生のための重要な選挙です。
　棄権しないで、みなさんそろって投票しましょう。

■投票日時　4月21日（日）　7時～19時
※今回の選挙での投票終了時間は、開票結果を選挙人の皆さんへ少しでも早く
　お知らせするため、通常の選挙より投票終了時間が1時間繰り上げになります。

■問　選挙管理委員会事務局　☎内線1205・1215

投票日に投票できない人は､期日前投票をしましょう
　市では､選挙人（有権者）の方が投票しやすいように､下記の2カ所
に期日前投票所を設けます｡
　投票日に、仕事・旅行・入院などで投票できない方のほか、自営業の
方やレジャーなどの私用でも期日前投票ができます。なお、期日前投
票時点で20歳未満の方（選挙人名簿に登録されている方）は、不在者
投票を行うことになります。
●投票期間 4月20日（土）まで　●投票時間　8時30分～20時
●投票場所 東松島市役所101会議室
 鳴瀬保健相談センター（市役所鳴瀬庁舎内）1階リハビリ室
  ※投票できる方を地区などで限定していませんので､どちらかの
  　投票所で投票できます｡

　4月2日(火)から、ふれ愛情報プラザを再開しました。
　申込締切は定員になるまで。電話・FAX・メールにて
受付します
※無料相談は電話受付のみ。☎84-2011
　FAX：84-2015　メール:fureai @ kurappa.jp

（3） まちの情報広場・蔵しっくパークからのお知らせ市報ひがしまつしま 2013 年 4 月 15 日号


