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マイナンバーカード
出張申請支援の団体募集

問 市民課市民窓口係 ☎ 575-0205

市民課の職員が交流館や集会所などに出向き、
マイナンバーカードの申請を支援します。申

請に必要な顔写真は、タブレット端末を使って職
員がその場で撮影し、オンライン申請を行います。
[ 出張可能時間 ]　平日 9 時〜 16 時
[ 申込条件 ]　市内の地域で活動する団体（町内会
など）/手続きの窓口となる代表者がいる /申請希
望者が 10人程度 /会場および机・イス・コピー機
用の電源を用意できる
[ 申込方法 ]　希望者の取りまとめや、申請受付前
にご提出いただく書類がありますので、希望日の
３週間前までに市民課にお申し込みください。

[ 留意事項 ]　代理申請はできません。/ 申請から
２カ月以内に市外に引っ越す予定がある人は申請
できません。/申請手続きには一人あたり 15分程
度かかります。

マイナンバーカードって便利なの？

■身分証明書になる
　各種手続きなどでの本人確認書類
　として使用できます。
■コンビニエンスストアで証明書が取れる
　全国のコンビニエンスストアに設置されている
　マルチコピー機で住民票の写しや課税証明書な
　どが取得できます。
■健康保険証として利用可能に
　令和３年 10 月（予定）から、医療機関や薬局
　の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカー
　ドリーダーにかざすだけになります。

各回 18時 30分～ 20時
[ 場所 ]　A- ①、② Zoomによるオンライン開催
B- ①、②保原中央交流館２階第１研修室
[ 対象者 ]　市内に在住・在勤の 40 歳までの独身者
※A- ①、②先着 20人程度、B- ①、②男女それぞ
れ 10人程度
[ 講師 ]　A- ①、②、B- ①佐藤朋子さん（パート
ナーシップスペシャリスト他）　B- ②本多美香さん
（ファッションコンサルタント他）
[ 申込方法 ]　９月 24 日㊎までに申込フォームよ
りお申し込みください。
[ 参加費 ]　無料
[ その他 ]　A と B からそれぞれ１つ
以上を選択してお申し込みください。
（すべてのテーマに参加可）
詳細は市ホームページをご確認ください。

だて婚活支援事業
魅力アップセミナーを開催
問 協働まちづくり課協働推進係 ☎ 575-1177

自分を磨いてみませんか？だて婚活支援事業と
して、魅力アップセミナーを開催します。

▼ テーマ
A- ①ライフデザイン～未来に必要なお金を考えよう～
A- ②幸せな婚活生活を送るためにできること
B- ①�仕事やプライベートに活用できる男女間コ

ミュニケーション（男女別開催）
B- ②�第一印象アップ～自分に似合う色を知ろう～
（男女別開催）

[ 日時 ]　A- ① 10 月１日㊎、A- ② 10 月８日㊎
B- ①男性：10月 13日㊌、女性：10月 15日㊎
B- ②女性：10月 20日㊌、男性：10月 22日㊎

申込フォーム

梁川・霊山地域を周遊
レンタサイクル開始！

問 商工観光課観光物産係 ☎ 573-5632

伊達市内を周遊し、自然や歴史、特産品など伊
達の魅力を体験できるレンタサイクルを開始

しました。ぜひご利用ください。
[ 設置場所 ]　○道の駅伊達の郷りょうぜん
　　　　　　�　受付：観光案内所
　　　　　　�○梁川総合支所庁舎
　　　　　　 　受付：伊達市観光物産交流協会
[ 対象者 ]　各施設利用者
[ 利用時間 ]　10 時〜 16 時
　※道の駅伊達の郷りょうぜん：１月 1日を除く
　※梁川総合支所庁舎：火曜日・年末年始（12/29
　　～ 1/3）を除く
[ 貸出時間 ]　1 回あたり２時間まで（営業時間内

の返却）
[ 利用料金 ]　無料（本年度は実証のため）
[ 取扱車種 ]　

種類 対応身長 台数
電動クロスバイク 152㌢〜190㌢ １
電動クロスバイク 144㌢〜181㌢ １

クロスバイク Mサイズ 170㌢〜185㌢ ２
クロスバイク Sサイズ 160㌢〜175㌢ ３

クロスバイク XSサイズ 150㌢〜165㌢ １
タンデム自転車（２人乗り） 150㌢以上 ２

キッズバイク 24インチ 130㌢〜145㌢ ２
キッズバイク 20インチ 115㌢〜135㌢ １

※各施設に表の車種を設置しています。

電動クロスバイク クロスバイク タンデム自転車 キッズバイク

▼ 主な車種▼ 出張支援の流れ
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[ 申込方法 ]　不要　※新型コロナウイルスの感染
状況により、会場での開催を中止し、オンライン
のみに変更する場合があります。会場にお越しの
際はお問い合わせください。
[ 参加費 ]　無料
[ 問い合わせ ]　詳しくはファミーユ居宅介護支援
事業所（☎︎ 575-2400）にお問い合わせください。
[ その他 ]　オンラインZoomの ID�・パスワード
　　　　　・ミーティング ID：868�1014�1409
����������������・パスコード：738835
※�インターネット環境
があれば、自宅など
でパソコンやスマー
トフォンでご覧いた
だけます。

伊達なオレンジカフェ
一緒に参加しませんか？

９月は、世界アルツハイマー月間です。アルツ
ハイマー病などの認知症について、正しい知

識を学び、認知症になっても安心して暮らせる地
域や社会を、オレンジカフェで出会った皆さんと
一緒に作りませんか？
[ 日時 ]　９月 18 日㊏　10 時〜 12 時
[ 場所 ]　５会場とオンライン（Zoom）で同時開催
伊達中央交流館 /保原中央交流館 /柱沢地区交流
館 /富成地区交流館 /霊山中央交流館
[ 内容 ]　オンライン視聴「誰でも起こりうる認知
症、何を備えればいいのか？」/「栄養を取ってフ
レイル（虚弱）予防」/なんでも相談会など

問 高齢福祉課地域包括ケア推進係 ☎575-1125
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[ 観覧料 ]　大人 210円　小中高生 100円

購入希望者を募集
市所有の宅地を売却します

問 管財課管財係 ☎ 572–7056

市が所有する宅地の購入希望者を募集し、売却
要件が整っている人から先着順で売却します。

　申込書などの様式は、管財課または市ホームペー
ジから入手してください。
[ 受付期間 ]　９月６日㊊〜令和４年１月 31 日㊊
８時 30分〜 17時 15分（土日祝日を除く）
[ 受付場所 ]　管財課管財係（市役所東棟２階）
[ 申込方法 ]　申込書など様式は、管財課または市
ホームページから入手してください。
※�法令などに基づく規制や諸条件について関係機
関に確認してください。

伊達市保原歴史文化資料館
「冨田洋々亭と狂歌」企画展

問 伊達市保原歴史文化資料館 ☎ 575-1615

伊達市保原歴史文化資料館では、伊達市の偉人
を紹介する企画展第３段を開催します。ぜひ

ご覧ください。
[ 日時 ]　9月 4日㊏〜 12月 26日㊐
　　　　９時〜 17時（最終入館 16時 30分）
　　　※火曜日（祝日の場合はその翌日）を除く
[ 場所 ]　伊達市保原歴史文化資料館
[ 内容 ]　江戸時代後半期に、儒学・漢学を学び、
のちに和歌の一種である狂歌（俳諧歌）の師匠と
して活躍した旧伊達町生まれの文化人、冨田洋々
亭の活躍を展示します。

▼物件案内図
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▼物件 1（詳細図）
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▼物件２（詳細図）

※�各物件は現況のままでの引渡しとなります。申込前
に必ず現地を確認してください。法令等などに基づ
く規制や諸条件について関係機関に確認してくださ
い。

物件番号 所在地（地番） 面積 予定価格
2 　3 番地 4 250.42㎡ 706 万円

売払物件２
所在地　　伊達市梁川町字南本町
用途地域　市街化区域　第一種住居地域

物件番号 所在地（地番） 面積 予定価格
1 　97 番地 3 338.52㎡ 694 万円

売払物件１
所在地　　伊達市梁川町希望ヶ丘
用途地域　市街化区域　第一種住居地域

狂歌陸奥百歌撰より（個人蔵）
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