【日時】 ７月８日（日）
①午前１０時３０分～正午②午後１時
～２時３０分③午後３時～４時３０分
【場所】 迫公民館

やさしい中国語会話講座
受講生募集
【日時】 ８月１８日から１０月２７日まで
毎週土曜日 計１０回
午後２時～４時
※９月１日は文化祭のため休講
【場所】 宮城県佐沼高等学校１階
第一学習室
【講師】 鎌田武さん（元県委託中国
語翻訳家）
※助手＝伊藤愛恵さん（中国黒龍
江省生まれ）
【内容】 中国語の基本的な日常会話
の学習
【定員】 ３０人（高校生以上）
【交流会費】 1,
000円
※開講式当日に受け付けで納入し
てください
【募集期間】
７月２日（月）～２７日（金）

視聴覚室

【説明種目】 一般曹候補生
（新種目）、
２等陸・海・空士、航空学生、看
護学生、防衛大学校学生、防衛医
科大学校学生、予備自衛官補
【入場料】 無料
【問い合わせ】
自衛隊宮城地方協力本部
登米地域事務所
緯 0220（34）2244

骨髄提供希望者登録日
【７月の登録受付日】
７月１０日（火）、２４日（火）
※事前予約が必要です
【受付時間】 午前１０時～正午
【問い合わせ】
県登米保健福祉事務所（登米保健
所）健康対策班
緯 0220（22）6119

宮城県佐沼高等学校 定時制課程
教頭 熊谷政直
〒987－0511
登米市迫町佐沼字末広１番地
緯 0220（22）2024
胃 0220（22）2023
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国際協力セミナー i
n登米
～登米の底力！世界へつながる人々～
登米と世界はつながっています。
世界で活躍している人たちの活動の
様子を聞いてみませんか？
【日時】 ７月８日（日）
午後１時３０分～４時
【場所】 中田農村環境改善センター
多目的ホール
▼

【申し込み・問い合わせ】

【問い合わせ】
ＪＩＣＡ宮城デスク
緯 022（275）5540
県国際交流協会
緯 022（275）3796

【日時】 ７月１７日（火）
午前９時３０分～１１時
【場所】 白鳥保育園（南方町）
【対象者】 乳児～就学前の児童
【内容】 プール遊び

夏休み親子陶芸教室
参加者募集
親子で楽し くコップ や皿など を
作ってみませんか？初めての人も大
歓迎です。
迫公民館
【日時】 ７月１
５日（日）
午後１時～３時
米山公民館

【会費】 無料
【持ち物】 水着
（ない場合はパンツ）
、
着替え、帽子、汚れ物入れ、体ふ
き用タオル
【申し込み・問い合わせ】
白鳥保育園
緯 0220（58）2681
※随時、受け付けています。

【内容】
第１部＝ネパールでボラ
ンティアを続ける登米市出身の桜
井ひろ子さんと、村人の魂に魅せ
られネパールの山奥に住みついた
日本人ＯＫバジこと垣見一雅さん

①７月２
９日（日）午前１０時～正午
②７月２
９日（日）午後１時～３時
③７月３０日（月）午前１０時～正午
・共通事項
【定員】 各２０組（先着順）
【指導料・材料費】 大人＝2,
000円、
子ども＝1,
500円（小学生まで）
【持参する物】 エプロン、タオル
【申込方法】 電話
【申し込み・問い合わせ】
とう ぼう

佐沼夏祭り参加者募集
とめ青年会議所メンバーと一緒に
夏の最高の思い出として、夏祭りを
盛り上げてみませんか。
【期日】 ７月２
１日（土）、２２日（日）

緯 090（1069）6896

【参加費】 無料
【参加資格】 ①笛・太鼓＝練習期間
から参加できる人②みこし＝中学
生以上（身長１６
０唖以上）
※未成年者は保護者の承諾が必要
です。小学生以下は保護者同伴で
参加してください。そのほかの規
定・制限などについては、申し込
み後に説明します。

【URL】 ht
t
p:
/
/
www.
cour
t
s
.
go.
j
p/
【問い合わせ】
仙台地方裁判所事務局総務課
緯 022（222）6111 内線301
６
仙台家庭裁判所事務局総務課
緯 022（222）4165 内線4613

統計グラフコンクール
作品募集

【テーマ】 自由。ただし、小学校４
年生以下は、児童が観察した結果
をグラフ化したもの。
【部門】

【集合場所】 登米市役所迫庁舎

７月の広報テーマは「裁判員制度
～映画やパンフレットでご案内しま
す～」です。詳しくは、最高裁ホー
ムページをご覧ください。

【内容】 みやぎジョブカフェ職員の
講演、生徒・教諭と企業人事担当
者とのパネルディスカッション
【問い合わせ】
ハローワーク迫 学卒担当
緯 0220（22）8609

東北新生園花火大会

宮城県では、統計グラフ作品を募
集しています。

りばあす陶房（鈴木）

裁判所からのお知らせ

【申し込み・問い合わせ】
とめ青年会議所事務局
緯・胃 0220（22）7113
死t
omej
c@l
net
.
ne.
j
p

【申込方法】 電話

【日時】

【申込方法】
郵送、電話、ファクシミリ
※郵送、ファクシミリの場合は、
住所、氏名、年齢、電話番号を記
入の上、
「やさしい中国語会話」受
講希望と明記してください。
※電話の場合は、土曜・日曜・祝
日を除く午後２時から８時までの
間に連絡してください。

【入場料】 無料

親子で体験保育ができます。
また、専任保育士が育児相談にも
応じます。

所、電話番号、ファックス番号、 分な就職への動機付けや職業・企業
選択能力を身に付けることが必要と
メールアドレスを記入の上、佐沼
なっています。
夏まつり参加希望と明記してくだ
【日時】 ７月２４日（火）
さい。
午後１時３０分～４時
※申込書は、と め青年会議所の
ホームページからダウンロードで 【場所】 登米祝祭劇場 大ホール
【対象】 高校生（１・２年生を中心
きます。
【申込期限】 ７月９日（月）
に）、保護者、教諭

【申込方法】 電話、ファクシミリ、
電子メール
※電話の場合は、午前１
１時から午
後３時までの間に連絡してくださ
い。ファクシミリ、電子メールの
場合は、申込書に氏名、連絡先住

①小学校１・２年生の部
②小学校３・４年生の部
③小学校５・６年生の部
④中学生の部
⑤高校生以上の学生および一般の
部
⑥パソコン統計グラフの部

【日時】 7月２
１日（土）
午後３時～８時
※雨天の場合は、２２日（日）に延期
【場所】 国立療養所東北新生園内
睦ヶ池周辺
▼

平成２０年３月新規高等学校卒業予
定の人、社会人などが対象です。
気軽にご参加ください。

白鳥スマイルキッズデー
参加者募集

【内容】
午後３時～４時３０分＝輪
投げ、綿あめ、金魚すくい、くじ
引き 午後７時～８時＝花火
▼

▼

自衛官等採用説明会

の報告 第２部＝登米市で活躍す
る人たちの活動紹介
※バジはネパール語で「おじいさ
ん」の意味

【問い合わせ】
国立療養所東北新生園
緯 0228（38）2121 内線103

【規格】 72.
8唖×51.
5唖（B２判）
【募集期限】 ９月３日（月）
【問い合わせ】
県企画部統計課 企画普及班
緯 022（211）2451

高校生の就職活動実践塾
新規高卒者については、安易にフ
リーターなどを選択する、就職して
も早期離職するといった状況がみら
れます。就職活動を開始する前に十

社会保険相談所
開設のお知らせ
健康保険、厚生年金保険、国
民年金など社会保険の全般につ
いての相談に応じます。
【７月の開設日】 ７月１８日
（水）
【時間】 午前９時１０分～正午、
午後１時～３時３０分
【場所】 迫公民館
【問い合わせ】
古川社会保険事務所
緯 0229（23）1200
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