１０月＝２日（火）、１８日（木）、
２
３日（火）
時間＝午後７時～

【合唱曲】
ハレルヤコーラス と
もしび ほか
【申込方法】 練習日に来場し、申込
書に必要事項を記入の上、お申し
込みください。
【申し込み・問い合わせ】
登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111

【募集組数】 １日２０組

終戦当時の海外引揚者や
そのご家族の皆さんへ

【参加料】 １組1,
000円（材料費）
【申込方法】 親子ペアで直接または
電話でお申し込みください。
◆もくもく工作コンクール作品展示
会
応募作品をすべて展示します。

【場所】 もくもくランド
【申し込み・問い合わせ】
クラフトショップもくもくハウス
緯 0225（69）2341

▲昨年の親子工作コンクール大賞
作品「虫と小物入れと本だな」

▼

税関では、海外から引き揚げの際
にお預かりした次の通貨・証券など
をお返ししています。
▲第１回もくもく大賞「登米教育資料館」

とめ市民合唱団
コーラス200人募集
市民で創る「第３回ときめき市民
コンサート」を開催します。とめ市
民合唱団としてコーラスに参加する
人を募集します。
未経験の人でも気軽に参加できる
合唱団です。
◆第３回ときめき市民コンサート
【日時】 １０月28日（日）
午後２時開演

▼ ▼

【画材】
四ツ切り画用紙（３６×５２cm）
色材料は自由

【応募方法】 郵送、持参
※作品の裏面に鉛筆で、学校名、
学年、氏名（ふりがな）、郵便番号、
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【参加費】 無料
【練習日時・場所】 ※予定
▼

【対象者】 市内の小学生
【題材】 市内の風景・行事

【参加資格】 小学生以上で、練習に
参加できる人

７月＝３日（火）、１２日（木）、
１
９日（木）、２４日（火）

れる物件はないか」などの問い合わ
せも受け付けます。
【問い合わせ】
横浜税関業務部税関相談官室
緯 045（212）6000
横浜税関仙台塩釜税関支署総務課
緯 022（259）4306

自動車事故で重度の後遺症が残っ
た人や亡くなられた人の家族を救済
する制度です。いずれの制度も、随
時受け付けています。
◆交通遺児等育成資金貸付制度（無
利子貸付）
【貸付金額】 一時金１
５万5,
000円、
月々２万円
【対象者】 ０歳～中学３年生まで
【貸付要件】 対象者の保護者が住民
税非課税など
【返還方法】 割賦による２０年以内の
均等払いで、高校・大学へ進学す
る場合は返還猶予あり
◆介護料支給制度
【受給資格】 自動車事故が原因で、
重度の後遺症があるため、常時ま
たは随時の介護を必要とする人
【介護支給額】 月額２万9,
290円～
１
３万6,
880円（障害の程度により
介護に要する費用に応じて支給）
【申し込み・問い合わせ】
自動車事故対策機構
仙台主管支所
緯 022（262）6790

知っていますか？
建退共制度
建退共制度は、建設現場で働く人
たちのために、
「中小企業退職金共
済法」という法律により国が作った
制度です。
事業主は、現場で働く労働者の共
済手帳に働いた日数に応じて掛け金
となる共済証紙を貼り、その労働者
が建設業界で働くことを辞めたとき
に建退共から退職金を支払うという、
建設業における退職金制度です。
【加入できる事業主】
建設業を営む人

▼

ふるさと登米市の大好きな風景を
描いて応募してみませんか。

【入場料】
前売り：大人＝1,
000
円、高校生以下無料（要整理券）
◆コーラス募集

上陸地の関税、運輸局に預けた通
貨・証券など
返還の申し出は、預けた本人はも
とより、家族の人でも構いません。
家族の場合は、
「本人から預けたも
のがあるという話を聞いたことはな
いが、終戦後の帰港した場所につい
ては聞いている。当人のものと思わ

交通事故被害者
救済制度のお知らせ

【対象となる労働者】
建設業の現場で働く人

▼

第２回もくもくランド
ふるさと絵画展作品募集

大ホール

▼

【場所】 登米祝祭劇場

終戦後、外地から引き揚げてきた
人が、外地の集結地で総領事館など
に預けた証券などのうち、日本に送
還されたもの
▼

【日時】 ８月１１日（土）～１７日（金）
午前９時～午後４時

▼

場所＝登米祝祭劇場
▼

杉板や矢羽板を使って、親子でオ 【その他】 すべての応募作品を８月
リジナルの木工品を作ってみません
４日（土）から１
９日（日）まで、
か。完成した作品は、もくもく工作
もくもくランドに展示します。
コンクールにその場で応募できます。 【応募先・問い合わせ】
◆もくもく親子工作教室
協同組合もくもくランド
もくもくランド登米市ふるさと絵
【日時】 ７月２
１日（土）、２２日（日）、
画展係
２８日（土）、２
９日（日）、８月４日
〒986－040
２
（土）、５日（日）の午前１０時～午
登米市津山町横山字細屋２６番地１
後３時
緯 0225（69）234
１
【場所】 もくもくランド

▼

住所、電話番号、図画を描いた場
所とその理由を明記してください。
【募集締切】 ７月３１日（火）必着

▼ ▼

もくもく親子工作教室
参加者募集

【掛け金】 日額310円
※ホームページ「建退共」に、退職

８月＝２日（木）、７日（火）、
１６日（木）
、２
１日（火）、３０日（木）
9月＝４日（火）
、１１日（火）、
２０日（木）、２７日（木）

金の試算、パンフレット請求などの
情報が掲載されていますので、ご覧
ください。
【URL】 ht
t
p:
/
/
www.
kent
ai
kyo.
t
ai
s
yokuki
n.
go.
j
p/
【問い合わせ】
建退共宮城支部
緯 022（263）2973

7月のパソコン相談室
◆パソコン教室
ワードで海水浴の案内状作成や、
エクセルで基本操作を勉強してみま
せんか。
ワード
【日時】
７月１０日（火）午前１０時～正午
７月１
３日（金）午後７時～９時
エクセル

登米祝祭劇場
７月のイベント情報
◆千葉惇夫 祭り風景とバラの花写
真展
【期間】 ７月１日（日）～３１日（火）
【時間】 午前１０時～
【場所】 レストラン蓮房
【入場料】 無料
【問い合わせ】 登米祝祭劇場
緯 0220（22）0111
◆とめ・くりはらマンド リンクラブ
第８回定期演奏会
【日時】 ７月８日（日）午後２時～
【場所】 大ホール
【入場料】 500円
【問い合わせ】 とめ・くりはらマン
ドリンクラブ
緯 0220（29）6618

【日時】
７月１７日（火）午前１０時～正午
７月２０日（金）午後７時～９時
・共通事項

◆えほん・おもちゃであそぼう!
!
ふれあいひろば

【受講料】 2,
000円

【日時】 ７月１
３日（金）午前１０時～
【場所】 小ホール

【申込方法】 電話

【入場料】 親子

【申込期限】 受講日前日
◆無料相談室
パソコンで困っている人のため、

【問い合わせ】 ＮＰＯ法人すくすく
保育研究所
緯 090（2999）8253
◆佐沼高等学校筝曲部 第７回定期
演奏会

【場所】 迫にぎわいセンター

無料相談会を開催します。パソコン
の持ち込みが可能な人は、持参して
ください。
【日時】 ７月２
９日（日）
午前１０時～正午
【場所】 迫にぎわいセンター
【申込期限】 ５日前まで
◆出前コース
申込者の都合が良い時間に自宅へ
パソコンを持参して、相談に応じま
す。

300円

【日時】 ７月１６日（祝）
午後１時３０分～
【場所】 大ホール
【入場料】 無料
【問い合わせ】 宮城県佐沼高等学校
緯 0220（22）2022
◆熊谷流 ありがとう夢舞台

【日時】 ７月２
９日（日）
午前１０時３０分～
【料金】 １コース5,
000円（４時間） 【場所】 大ホール
【入場料】 無料（要整理券）
【申し込み・問い合わせ】
※整理券は、７月７日（土）午後
NPO法人パソコン・ネット・みやぎ
３時から登米祝祭劇場で配布予定
緯 0220（21）5262
【問い合わせ】 熊谷流
緯 0220（34）3192
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