【新型コロナウイルス感染症関連】市主催イベント等の中止・延期に関する情報（3月15日～30日）
2020年3月11日現在
中止または
開催日

イベント名称

開催場所

延期

問い合わせ先・電話番号

（開催予定）
3月15日 映画「あの日のオルガン」栗原市上映会

志波姫この花さくや姫プラザ

中止

社会福祉課・22-1340

3月15日 放課後児童クラブ保護者説明会

築館放課後児童クラブ

中止

社会教育課・42-3514

3月15日 放課後児童クラブ保護者説明会

若柳放課後児童クラブ

中止

社会教育課・42-3514

3月15日 放課後児童クラブ保護者説明会

志波姫放課後児童クラブ

中止

社会教育課・42-3514

3月15日 放課後児童クラブ保護者説明会

一迫放課後児童クラブ

中止

社会教育課・42-3514

3月15日 放課後児童クラブ保護者説明会

鶯沢放課後児童クラブ

中止

社会教育課・42-3514

3月15日 放課後児童クラブ保護者説明会

高清水放課後児童クラブ

中止

社会教育課・42-3514

3月15日 普通救命講習

消防庁舎

中止

警防課・22-8510

3月15日 志波姫地区一斉清掃

志波姫地区内

中止

志波姫総合支所市民サービス課・25-3111

3月16日 栗原市交通安全母の会研修会

消防庁舎

中止

危機対策課・22-1149

3月16日 第５回栗原ハーフマラソン大会第４回実行委員会

金成庁舎

中止

社会教育課・42-3514

3月16日 若柳地区運動推進サポーター練習会

若柳多目的研修センター

中止

若柳・金成保健推進室・32-2126

3月16日 金成地区運動推進サポーター練習会

金成やすらぎセンター

中止

若柳・金成保健推進室・32-2126

3月16日 在宅医療・介護連携推進協議会

市役所

中止

介護福祉課・22-1350

3月16日 観光・ツーリズム部会

3月16日 行政相談（金成）

栗駒山麓ジオパークビジターセン
ター

延期
（未定）

金成総合支所

中止

ジオパーク推進室・24-8836

市政情報課・22-1126
築館・志波姫保健推進室・22-1171

3月17日 10～１１か月児育児相談

築館保健センター

中止

高清水・瀬峰保健推進室・58-2119
一迫・花山保健推進室・52-2130

3月17日 高齢者虐待防止検討委員会

金成庁舎

中止

介護福祉課・22-1350

3月17日 栗原市交通安全指導員金成地区隊定例会

金成総合支所

中止

金成総合支所市民サービス課・42-1111

3月17日 スポーツセミナー

志波姫この花さくや姫プラザ

中止

築館・志波姫教育センター・23-1236

3月17日 第２回子育てサポーター・サポーターリーダー情報交換会 金成庁舎

中止

社会教育課・42-3514

3月18日 気軽に運動セミナー

金成やすらぎセンター

中止

健康推進課・22-0370

3月18日 3歳児健康診査

築館保健センター

延期

高清水・瀬峰保健推進室・58-2119

3月18日

ヨガ教室

地域密着型サービス運営委員会・地域包括支援センター運

（未定）

一迫・花山保健推進室・52-2130

金成庁舎

中止

介護福祉課・22-1350

3月18日 ノルディックウォーキング教室

くりでんミュージアム付近

中止

築館・志波姫教育センター・23-1236

3月18日 栗原市交通安全指導員栗駒地区隊定例会

栗駒総合支所

中止

栗駒総合支所市民サービス課・45-2111

営協議会
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【新型コロナウイルス感染症関連】市主催イベント等の中止・延期に関する情報（3月15日～30日）
2020年3月11日現在
中止または
開催日

イベント名称

開催場所

延期

問い合わせ先・電話番号

（開催予定）
3月18日 身体障害者相談（志波姫地区を除く）

各総合支所（志波姫地区除く）

3月18日 若柳川北２期 換地・評価委員会

若柳多目的研修センター

3月18日 ゴールデンキッズ育成事業

若柳公民館

3月19日 1歳６か月児健康診査

築館保健センター

中止
延期
（未定）
中止
延期
（未定）

社会福祉課・22-1340

若柳総合支所市民サービス課・32-2124

若柳・金成教育センター・32-2127
築館・志波姫保健推進室・22-1171
高清水・瀬峰保健推進室・58-2119
一迫・花山保健推進室・52-2130

3月19日 若柳地区民生委員児童委員協議会３月定例会

若柳総合支所

中止

若柳総合支所市民サービス課・32-2121

3月19日 栗原市地域自立支援協議会

市役所

中止

社会福祉課・22-1340

3月19日 志波姫地区民生委員児童委員定例会

志波姫この花さくや姫プラザ

中止

志波姫総合支所市民サービス課・25-3111

3月19日 すくすく育児相談

金成やすらぎセンター

中止

3月19日 栗原市地域おこし協力隊活動発表会

栗原市市民活動支援センター

中止

市民協働課・22-1164

3月19日 瀬峰地区民児協定例会

瀬峰総合支所

中止

瀬峰総合支所市民サービス課・38-2111

3月19日 若柳地区民生委員児童委員協議会役員会

若柳総合支所

中止

若柳総合支所市民サービス課・32-2121

3月19日 宝くじ文化公演「夏川りみと京フィルコンサート」準備

若柳総合文化センター

中止

若柳総合文化センター・32-6600

3月19日 行政相談（鶯沢）

鶯沢老人福祉センター

中止

市政情報課・22-1126

3月19日 築館地区人間ドック説明会

栗原市市民活動支援センター

中止

築館・志波姫保健推進室・22-1171

3月19日 志波姫地区人間ドック説明会

志波姫この花さくや姫プラザ

中止

築館・志波姫保健推進室・22-1171

3月20日 宝くじ文化公演「夏川りみと京フィルコンサート」

若柳総合文化センター

中止

若柳総合文化センター・32-6600

3月20日 サロン秋桜

栗原市市民活動支援センター

中止

健康推進課・22-0370

3月20日 第６１回伊豆沼・内沼クリーンキャンペーン

伊豆沼・内沼

中止

環境課・22-3350

3月21日 おはなし会

図書館

中止

図書館・21-1403

3月21日 ゴールデンキッズ育成事業

若柳公民館

中止

若柳・金成教育センター・32-2127

金成やすらきセンター

中止

社会教育課・42-3514

3月21日
～3月22日

相談支援部会

ジュニアリーダー初級等研修会

延期

若柳・金成保健推進室・32-2126
栗駒・鶯沢保健推進室・45-2137

3月22日 くりこま高原駅開業３０周年記念行事

JRくりこま高原駅

3月22日 栗原市消防団築館地区団遠距離送水訓練

奥福寺周辺

中止

築館総合支所市民サービス課・22-1111

3月22日 ノルディックウォーキング

気仙沼唐桑

中止

若柳・金成教育センター・32-2127

3月23日 第4回地域支え合い推進会議 3/23or24

市役所

中止

介護福祉課・22-1350

3月23日 金成地区保健推進員会議

金成やすらぎセンター

中止

若柳・金成保健推進室・32-2126
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（未定）

市民協働課・22-1164

【新型コロナウイルス感染症関連】市主催イベント等の中止・延期に関する情報（3月15日～30日）
2020年3月11日現在
中止または
開催日

イベント名称

開催場所

延期

問い合わせ先・電話番号

（開催予定）
3月23日 介護予防評価会議

3月23日 防災・教育部会

市役所

中止

栗駒山麓ジオパークビジターセン

延期

ター

（未定）

3月23日 花山地区民生委員児童委員協議会定例会

花山総合支所

3月23日 栗原市公共工事等入札監視委員会

市役所

3月24日 介護予防のための地域ケア会議（研修）

栗原市市民活動支援センター

3月24日 ２歳児・２歳６カ月児歯科健診

金成やすらぎセンター

3月24日

映画「あの日のオルガン」上映を支える栗原市民の会第３
回会議

中止
延期
（未定）

一迫公民館

介護福祉課・22-1350

ジオパーク推進室・24-8836

花山総合支所市民サービス課・56-2111

管財課・22-1116

中止

介護福祉課・22-1350

延期

若柳・金成保健推進室・32-2126

（未定）

栗駒・鶯沢保健推進室・45-2137

延期
（未定）

社会福祉課・22-1340

3月24日 鶯沢地区民生委員児童委員定例会

鶯沢総合支所

中止

鶯沢総合支所市民サービス課・55-2111

3月24日 映画「あの日のオルガン」報告会及び売上金の寄付

市役所

中止

社会福祉課・22-1340

3月24日 ベビーマッサージ

築館保健センター

中止

築館・志波姫保健推進室・22-1171

3月24日
～3月31日
3月24日
～3月31日

ゆっくりひとめぐり写真コンクール募集作品展

栗原文化会館

観光写真コンクール応募作品展

栗原文化会館

延期
（未定）
延期
（未定）

田園観光課・22-1151

田園観光課・22-1151

3月25日 第1回障害者基本計画策定等協議会

市役所

中止

社会福祉課・22-1340

3月25日 金成民生委員児童委員協議会月定例会

金成やすらぎセンター

中止

金成総合支所市民サービス課・42-1111

3月25日 １０～１１カ月児育児相談

金成やすらぎセンター

中止

3月25日 栗原市交通安全母の会総会

金成けやき会館

3月25日 委託相談事業所定例会（水曜会）

市役所

中止

社会福祉課・22-1340

3月26日 行政相談（栗駒）

シャクナゲ荘栗駒

中止

市政情報課・22-1126

延期
（未定）

若柳・金成保健推進室・32-2126
栗駒・鶯沢保健推進室・45-2137
金成総合支所市民サービス課・42-1111

築館・志波姫保健推進室・22-1171
3月27日 すくすく育児相談

築館保健センター

中止

高清水・瀬峰保健推進室・58-2119
一迫・花山保健推進室・52-2130

3月27日 行政相談（高清水）

高清水総合支所

中止

市政情報課・22-1126

3月27日 行政相談（花山）

花山石楠花センター

中止

市政情報課・22-1126

3月27日 ヨガ練習会

若柳総合文化センター

中止

若柳・金成教育センター・32-2127

3月28日 ノルディックウォーク講習会

栗駒みちのく伝創館

中止

栗駒・鴬沢教育センター・45-2225

3月28日 おはなし会

図書館

中止

図書館・21-1403

3月30日 感染症勉強会

栗原中央病院
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延期
（未定）

栗原中央病院・21-5330

